
ステッカー交付一覧（2021/02/19）
所在地（市区町村） 業種区分 店舗・事業所名

京都市北区 建設業 綾本建設株式会社
京都市北区 建設業 吉田建設
京都市北区 建設業 株式会社　曽根造園
京都市北区 建設業 中川塗装店
京都市北区 建設業 Ｋａｚｕ塗装
京都市北区 建設業 株式会社　小寺工業
京都市北区 建設業 株式会社騎士コーポレーション　北営業所
京都市北区 建設業 有限会社ナオキ建設
京都市北区 建設業 株式会社　石田工務店
京都市北区 建設業 ｋｌｅｒｓ合同会社事務所
京都市北区 建設業 夕葵　緅士
京都市北区 建設業 有限会社アロー工業
京都市北区 建設業 株式会社　狩野左官工業
京都市北区 製造業 KUSSEN
京都市北区 製造業 (有)豊和食産（まざあぐーす）
京都市北区 製造業 キャピタル東洋亭製菓ファクトリー
京都市北区 製造業 株式会社 川人象嵌
京都市北区 製造業 株式会社京都加工
京都市北区 製造業 石川つゞれ株式会
京都市北区 製造業 京都かめよし北山labo
京都市北区 製造業 ビゴの店　京都店
京都市北区 製造業 石川つづれ(株）
京都市北区 製造業 浅山織物株式会社
京都市北区 製造業 有限会社　田中工芸刺繍
京都市北区 製造業 長谷川典雅堂
京都市北区 製造業 シフォンケーキ工房バケーション
京都市北区 製造業 二葉工業株式会社　工場
京都市北区 製造業 PICAROEIS
京都市北区 製造業 株式会社アローズ　京みづき
京都市北区 運輸業 TCR　TAXI
京都市北区 運輸業 朝山タクシー
京都市北区 運輸業 板垣タクシー
京都市北区 運輸業 高畑タクシー
京都市北区 卸売業 買取専門店大吉　イズミヤ北野白梅町店　(株式会社かもめ）
京都市北区 卸売業 アサヒ食材
京都市北区 卸売業 古美術　憂昌堂
京都市北区 卸売業 ㈱アズ・テック
京都市北区 小売業 マールブランシュ京都北山本店
京都市北区 小売業 大垣書店　ビブレ店
京都市北区 小売業 大垣書店　佛教大学店
京都市北区 小売業 大垣書店　本社
京都市北区 小売業 京都府官報販売所
京都市北区 小売業 コートカード
京都市北区 小売業 和菓子いけだ
京都市北区 小売業 自転車のきゅうべえ白梅町店
京都市北区 小売業 株式会社 蔵元中野商店
京都市北区 小売業 京都神具製作所
京都市北区 小売業 エステール　北大路店
京都市北区 小売業 エディオン北大路ビブレ店
京都市北区 小売業 鞍楽ハウディ
京都市北区 小売業 ダイソー鞍楽ハウディ店
京都市北区 小売業 もくう
京都市北区 小売業 京都・北山　キョーワズ珈琲　コーヒー豆専門店
京都市北区 小売業 auショップ北山
京都市北区 小売業 キタイ文具
京都市北区 小売業 牛彩家アイハートキムラ　北山本店　
京都市北区 小売業 伝承の味 京昆布
京都市北区 小売業 株式会社関製菓本舗
京都市北区 小売業 銀閣寺　大西　上賀茂店
京都市北区 小売業 銀閣寺　大西　上堀川店
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京都市北区 小売業 銀閣寺　大西　きぬがさ店
京都市北区 小売業 銀閣寺　大西　鞍馬口店
京都市北区 小売業 銀閣寺　大西　鞍楽ハウディ店
京都市北区 小売業 銀閣寺　大西　コープにしがも店
京都市北区 小売業 銀閣寺　大西　大徳寺店
京都市北区 小売業 銀閣寺　大西　西賀茂店
京都市北区 小売業 株式会社淡交社
京都市北区 小売業 コープきぬがさ
京都市北区 小売業 コープにしがも
京都市北区 小売業 西浅　烏丸店
京都市北区 小売業 スギ薬局　西賀茂店
京都市北区 小売業 五辻の昆布　金閣寺店
京都市北区 小売業 高田食品株式会社
京都市北区 小売業 UP CYCLES
京都市北区 小売業 井上商店
京都市北区 小売業 KYODEN衣笠店
京都市北区 小売業 トーアスポーツ
京都市北区 小売業 ブティック　エミ
京都市北区 小売業 株式会社桜井金物
京都市北区 小売業 肉のかねよし
京都市北区 小売業 フルーツパーラーいけだ
京都市北区 小売業 歩　鞍馬口店
京都市北区 小売業 ジュピター　北大路ビブレ店
京都市北区 小売業 ハンプティーダンプティー北大路ビブレ店
京都市北区 小売業 （有）コモリ　セブンイレブン京都北大路大宮店
京都市北区 小売業 Ｏｒａｎｇｅ　Ｂｉｋｅ
京都市北区 小売業 アトリエ亀田「バ・ルール大宮店」
京都市北区 小売業 シフォンヌ
京都市北区 小売業 サーティワンアイスクリーム北大路ビブレ店
京都市北区 小売業 むらさき書房
京都市北区 小売業 株式会社京都なり田　上賀茂本店
京都市北区 小売業 大こう本店大宮店
京都市北区 小売業 大こう本店大徳寺店
京都市北区 小売業 一休こんぶ　松田老舗
京都市北区 小売業 京菓子司葵餅 本店
京都市北区 小売業 末廣菓舗
京都市北区 小売業 Kiitos 北大路店
京都市北区 小売業 淡交社　出版ギャラリー
京都市北区 小売業 淡交社　物販ギャラリー
京都市北区 小売業 ㈱ギャラリー片岡
京都市北区 小売業 メガネ・補聴器のギルド　大将軍店
京都市北区 小売業 おかだ屋のおいも
京都市北区 小売業 葵家やきもち総本舗
京都市北区 小売業 古美術鐘ヶ江
京都市北区 小売業 福島酒店
京都市北区 小売業 ㈱小田佐商店
京都市北区 小売業 白滝酒店
京都市北区 小売業 京都上京酒販協同組合
京都市北区 小売業 Berry
京都市北区 小売業 オプティックアートオギ 北大路店
京都市北区 小売業 いづ元
京都市北区 小売業 生鮮館なかむら　衣笠店
京都市北区 小売業 生鮮館なかむら　紫明店
京都市北区 小売業 生鮮館なかむら　上賀茂店
京都市北区 小売業 生鮮館なかむら　北山店
京都市北区 小売業 メガネのノハラ　イズミヤ白梅町店
京都市北区 小売業 京つつけもの富屋
京都市北区 小売業 カーキーバンブー
京都市北区 小売業 京都茂丸商店
京都市北区 不動産・賃貸業 (有)アッツ
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京都市北区 不動産・賃貸業 まこと不動産　行政書士まこと事務所
京都市北区 不動産・賃貸業 ㈱スミヤ・コンサル
京都市北区 不動産・賃貸業 株式会社アヤコーポレーション
京都市北区 不動産・賃貸業 メゾネット東山
京都市北区 不動産・賃貸業 メゾン　ショコラ
京都市北区 不動産・賃貸業 エブリィハウジング
京都市北区 不動産・賃貸業 株式会社フラットエージェンシー　北大路駅前店
京都市北区 不動産・賃貸業 株式会社フラットエージェンシー　京都産業大学前店
京都市北区 宿泊業 アイカム株式会社
京都市北区 宿泊業 インターナショナルゲストハウス タニハウス
京都市北区 宿泊業 ゲストハウス宿々
京都市北区 宿泊業 東急リゾーツ＆ステイ株式会社
京都市北区 宿泊業 京宿 八重櫻
京都市北区 宿泊業 四季育む宿 然林房
京都市北区 宿泊業 游庵
京都市北区 宿泊業 B&B帯座
京都市北区 宿泊業 文化芸術体験CAREN株式会社
京都市北区 宿泊業 桂倶楽部
京都市北区 宿泊業 株式会社CAM
京都市北区 宿泊業 BLUE COURT
京都市北区 宿泊業 古都の別荘京町屋実紫
京都市北区 宿泊業 四季倶楽部京都加茂川荘
京都市北区 宿泊業 ゲストハウス桜こまち
京都市北区 飲食業 串八　白梅町本店
京都市北区 飲食業 食堂LABMaurice
京都市北区 飲食業 傳七　白梅町店
京都市北区 飲食業 CAFF&BAR　GIMMICK
京都市北区 飲食業 お好み焼き鉄板焼き翔
京都市北区 飲食業 株式会社泉仙　泉仙大慈院店
京都市北区 飲食業 株式会社泉仙　泉仙紫野店
京都市北区 飲食業 カム有限会社　ごはんたべ なごみ
京都市北区 飲食業 京・上賀茂　萬川
京都市北区 飲食業 仁和鶏
京都市北区 飲食業 ゆめの樹
京都市北区 飲食業 チファジャ北野白梅町店
京都市北区 飲食業 天骨庵慶心
京都市北区 飲食業 肉のジャンボ市千本北大路店
京都市北区 飲食業 ふじ菊
京都市北区 飲食業 寿しのむさし　上堀川店
京都市北区 飲食業 寿しのむさし　キッチンセンター
京都市北区 飲食業 カラオケハウス　じんじん
京都市北区 飲食業 キャピタル東洋亭本店
京都市北区 飲食業 和食さと　平野神社店
京都市北区 飲食業 &beerしとらす
京都市北区 飲食業 cafe chocolat
京都市北区 飲食業 vinoBorracho
京都市北区 飲食業 (株)Wanowa　まるまつ
京都市北区 飲食業 タスカフェ（+cafe）
京都市北区 飲食業 にしむらや
京都市北区 飲食業 フレスコ
京都市北区 飲食業 洋食の店　ITADAKI白梅町店
京都市北区 飲食業 角田浩司
京都市北区 飲食業 株式会社 みやこ鳥
京都市北区 飲食業 株式会社ボルドー
京都市北区 飲食業 合同会社 空思都
京都市北区 飲食業 西賀茂橋 お食事処 まっちゃん
京都市北区 飲食業 鉄板焼昌南
京都市北区 飲食業 米菓匠 紫芳軒
京都市北区 飲食業 アースカフェ
京都市北区 飲食業 串だいにんぐ炭焼浪漫家 白梅町店



ステッカー交付一覧（2021/02/19）
所在地（市区町村） 業種区分 店舗・事業所名

京都市北区 飲食業 定食にしむら食堂
京都市北区 飲食業 那由多
京都市北区 飲食業 ノートカフェ
京都市北区 飲食業 雪の華
京都市北区 飲食業 一麦七菜
京都市北区 飲食業 北山ランタン
京都市北区 飲食業 餃子の王将 烏丸北大路店
京都市北区 飲食業 餃子の王将 御薗橋店
京都市北区 飲食業 餃子の王将 白梅町店
京都市北区 飲食業 GANESHA
京都市北区 飲食業 お食事処松一
京都市北区 飲食業 カフェ ランプ
京都市北区 飲食業 衣笠ぜん
京都市北区 飲食業 京都炭火焼鳥　アホウどり　白梅町店
京都市北区 飲食業 金閣寺亭
京都市北区 飲食業 大のじ
京都市北区 飲食業 大徳寺一久
京都市北区 飲食業 特撰和牛炭火　一寸法師
京都市北区 飲食業 無添くら寿司　金閣寺店
京都市北区 飲食業 有限会社京料理さくらい
京都市北区 飲食業 SOLE CAFÉ
京都市北区 飲食業 株式会社しょうざん
京都市北区 飲食業 あるかでぃあ
京都市北区 飲食業 PumeHanacafe
京都市北区 飲食業 英都計画㈱　衣笠ぜん
京都市北区 飲食業 株式会社　一文字屋和輔
京都市北区 飲食業 京都洋酒研究所
京都市北区 飲食業 月-MooN-
京都市北区 飲食業 中国料理伯楽家常菜
京都市北区 飲食業 CAFE DU MON
京都市北区 飲食業 石臼蕎麦初音屋
京都市北区 飲食業 スパゲッテリア プリマヴェーラ
京都市北区 飲食業 夢しょうぶ
京都市北区 飲食業 有限会社乃し
京都市北区 飲食業 あいつのラーメンかざぐるま　
京都市北区 飲食業 紫竹葵湖
京都市北区 飲食業 株式会社ヨーカコーポレーション　ブランジェリーブリアン
京都市北区 飲食業 洛叉庵
京都市北区 飲食業 ばちや御薗橋本店
京都市北区 飲食業 株式会社 ヨーカコーポレーション
京都市北区 飲食業 喫茶　ぴかんて
京都市北区 飲食業 三多株式会社
京都市北区 飲食業 喫茶　陽
京都市北区 飲食業 OBANZAI　牛京
京都市北区 飲食業 牛京 西陣本店
京都市北区 飲食業 あすなろドーナツ
京都市北区 飲食業 Mansoh 
京都市北区 飲食業 ZIP　CAFE
京都市北区 飲食業 ひよこ
京都市北区 飲食業 にぎり長次郎　北山紫竹店
京都市北区 飲食業 03 slow cafe　マルサンスローカフェ
京都市北区 飲食業 お好み焼き　鉄板焼き　なかなか 本店
京都市北区 飲食業 次点
京都市北区 飲食業 にぎり忠次郎　堀川北山店
京都市北区 飲食業 びびんばはうす
京都市北区 飲食業 京のそば処　花巻屋
京都市北区 飲食業 串しずか白梅町店
京都市北区 飲食業 旬菜松なみ
京都市北区 飲食業 中国料理ワンワン
京都市北区 飲食業 キリンキリン
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京都市北区 飲食業 半九朗
京都市北区 飲食業 ひめりんご
京都市北区 飲食業 香麗屋
京都市北区 飲食業 河道屋銀華
京都市北区 飲食業 大福屋　ヴェルク
京都市北区 飲食業 THE　MUSE
京都市北区 飲食業 湯どうふ　わら
京都市北区 飲食業 築地銀だこ北大路ビブレ店
京都市北区 飲食業 鉄板焼ダイニング ヤスダソース
京都市北区 飲食業 竹茶寮
京都市北区 飲食業 ケイズ カフェ
京都市北区 飲食業 コメダ珈琲店　北大路ビブレ店
京都市北区 飲食業 リンガーハット北大路ビブレ店
京都市北区 飲食業 スイーツパールレディ北大路ビブレ店
京都市北区 飲食業 みその橋サカイ
京都市北区 飲食業 株式会社北京亭本社
京都市北区 飲食業 大徳寺　喜代
京都市北区 飲食業 茶房ひまわり　白梅町店
京都市北区 飲食業 立命館大学国際平和ミュージアム
京都市北区 飲食業 いきなりステーキ北大路ビブレ店
京都市北区 飲食業 喫茶店　ぺラゴ
京都市北区 飲食業 はま寿司　金閣寺店
京都市北区 飲食業 フォルクス 北山通店
京都市北区 飲食業 丸亀製麺北大路ビブレ店
京都市北区 飲食業 issara
京都市北区 飲食業 樹の実
京都市北区 飲食業 北麓亭
京都市北区 飲食業 Nonna
京都市北区 飲食業 無限洞
京都市北区 飲食業 イタリアントマト カフェジュニア 北大路ビブレ店
京都市北区 飲食業 フレッシュネスバーガー北大路ビブレ店
京都市北区 飲食業 酒蔵にしや
京都市北区 飲食業 食彩hajime
京都市北区 飲食業 ケンタッキーフライドチキン　北大路ビブレ店
京都市北区 飲食業 ポルコロッソ
京都市北区 飲食業 BRCAFE
京都市北区 飲食業 CZAR（ザー）
京都市北区 飲食業 バイキング上賀茂
京都市北区 飲食業 京都北大路ビブレ店
京都市北区 飲食業 薬膳・漢方茶カフエcha-cafe-wa
京都市北区 飲食業 ULUCUS
京都市北区 飲食業 柿えもん
京都市北区 飲食業 祇園円山堂
京都市北区 飲食業 喫茶店ペラゴ
京都市北区 飲食業 京町家コテージkarigane
京都市北区 飲食業 手打ちそば　定七
京都市北区 飲食業 権太呂　金閣寺店
京都市北区 飲食業 北山洋食カフェ和蘭芹（パセリ）北山本店
京都市北区 飲食業 金閣そふと
京都市北区 飲食業 串　うめ田
京都市北区 飲食業 大戸屋ごはん処　京都北大路ビブレ店
京都市北区 飲食業 民泊　華紋
京都市北区 飲食業 sugakiya 京都産業大学店
京都市北区 飲食業 カフェ ロイズガーデン
京都市北区 飲食業 カフェソマリ
京都市北区 飲食業 田丸弥 本店
京都市北区 飲食業 エルベッコ上賀茂
京都市北区 飲食業 cafe CHISSA
京都市北区 飲食業 京都 喜Shin
京都市北区 飲食業 玉屋かも川店



ステッカー交付一覧（2021/02/19）
所在地（市区町村） 業種区分 店舗・事業所名

京都市北区 飲食業 鯛めし　槇　金閣寺店
京都市北区 飲食業 朝ごはん　ふく
京都市北区 飲食業 陶然亭
京都市北区 飲食業 PEACE house
京都市北区 飲食業 カレーハウスCoCo壱番屋北大路駅前店
京都市北区 飲食業 ラーメン魁力屋　北山店
京都市北区 飲食業 小西康商店
京都市北区 飲食業 徳寿
京都市北区 飲食業 八剣伝北大路新町店
京都市北区 飲食業 和食　德
京都市北区 飲食業 串たびと
京都市北区 飲食業 SECONDHOUSE北山店
京都市北区 飲食業 アトリエ欅舎　けやきcafe
京都市北区 飲食業 うたかた
京都市北区 飲食業 すき家　京都産業大学店
京都市北区 飲食業 ハーバーカフェ　北野店
京都市北区 飲食業 壱馬力（市川工業株式会社）
京都市北区 飲食業 旬菜 ふじ井
京都市北区 飲食業 お料理 北山はんべえ
京都市北区 飲食業 今宮堂
京都市北区 飲食業 six  un  six 
京都市北区 飲食業 ルナールブルー
京都市北区 飲食業 株式会社　ＡＵ　ＢＯＮ　ＰＡＩＮ
京都市北区 飲食業 鎌倉パスタ　北大路ビブレ店
京都市北区 飲食業 蕎麦酒房櫟
京都市北区 飲食業 金閣寺　いただき
京都市北区 飲食業 素人料理　和
京都市北区 飲食業 カフェパレット
京都市北区 飲食業 燕尾カフェ
京都市北区 飲食業 五-いつつ
京都市北区 飲食業 お気楽健康酒場　おばんず
京都市北区 飲食業 石松ずし
京都市北区 飲食業 中国酒家 黒猫軒
京都市北区 飲食業 ビゴの店　北大路ビブレ店
京都市北区 飲食業 おばんざい　和さび
京都市北区 飲食業 お好み焼　星ら
京都市北区 飲食業 龍客（ろんか）
京都市北区 飲食業 GOLD ROLL
京都市北区 飲食業 うお捨
京都市北区 飲食業 クリケット
京都市北区 飲食業 おむらはうす金閣寺店
京都市北区 飲食業 タリーズコーヒー立命館大学衣笠キャンパス店
京都市北区 飲食業 六六
京都市北区 飲食業 香蘆庵茶舗
京都市北区 飲食業 キッチン  ぽっと
京都市北区 飲食業 Sons de la mer 本陣
京都市北区 飲食業 なか卯　烏丸北大路店
京都市北区 飲食業 なか卯　上賀茂店
京都市北区 飲食業 なか卯　北野白梅町店
京都市北区 飲食業 なか卯　立命館大学前店
京都市北区 飲食業 京めん処 さくら庵
京都市北区 飲食業 Cafe&Bar Chill's Kyoto
京都市北区 飲食業 はれる屋
京都市北区 飲食業 茶房　金閣庵
京都市北区 飲食業 味てくれ！！串の白梅町 
京都市北区 飲食業 ビストロ　ポンパドール
京都市北区 飲食業 焼肉　こてら
京都市北区 飲食業 AIC秋津洲京都
京都市北区 飲食業 松屋　立命館大前店
京都市北区 飲食業 carrot and 悠心



ステッカー交付一覧（2021/02/19）
所在地（市区町村） 業種区分 店舗・事業所名

京都市北区 飲食業 アシュクルク
京都市北区 飲食業 麺や　賀ら茂ん
京都市北区 飲食業 びすとろDeらうんじ凛
京都市北区 飲食業 中華のサカイ本店
京都市北区 飲食業 船岡温泉
京都市北区 飲食業 乃し
京都市北区 飲食業 旬菜光
京都市北区 飲食業 わかどり小林
京都市北区 飲食業 岡田屋五郎
京都市北区 飲食業 鞍馬口　寿星
京都市北区 飲食業 イルピアット紙屋川
京都市北区 飲食業 ラーメン彩心
京都市北区 飲食業 酒と鉄板料理　やいたん
京都市北区 飲食業 Cafe&Kitchen松吉
京都市北区 飲食業 井上商店　夜の部
京都市北区 飲食業 oui oui cafe
京都市北区 飲食業 KAMATAMISE　カマタ店
京都市北区 飲食業 ポッサム
京都市北区 飲食業 ラー麺天笑
京都市北区 飲食業 ラウンジ OMYU
京都市北区 飲食業 松美ビル１０２
京都市北区 飲食業 CAFE BiG UP
京都市北区 飲食業 やきとり ちょっと
京都市北区 飲食業 イタリア食堂ガロッパーレ
京都市北区 飲食業 インド料理　ﾅﾔｲﾝﾃﾞｨｱﾇｰﾙ
京都市北区 飲食業 インド料理　ヌーラーニ
京都市北区 飲食業 カウンター　Bar Kei
京都市北区 飲食業 きらきらひかる
京都市北区 飲食業 桜雪
京都市北区 飲食業 さらさ西陣
京都市北区 飲食業 じゅんじゅん
京都市北区 飲食業 旬新旬味　ゆかい
京都市北区 飲食業 平八食堂
京都市北区 飲食業 ラーメン　天龍
京都市北区 飲食業 わからん
京都市北区 飲食業 Anny Look
京都市北区 飲食業 APPLE HOUSE
京都市北区 飲食業 La Camartina
京都市北区 飲食業 居酒屋はな
京都市北区 飲食業 美味房
京都市北区 飲食業 スナック　きゃら
京都市北区 飲食業 やましょう
京都市北区 飲食業 ラ　カマルティーナ
京都市北区 飲食業 浪漫亭
京都市北区 飲食業 oui oui café
京都市北区 飲食業 share place-cafe&bar-
京都市北区 飲食業 居酒屋　帆助
京都市北区 飲食業 保莉
京都市北区 飲食業 ピーピング・トム
京都市北区 飲食業 ほうき星
京都市北区 飲食業 ラウンジMASA
京都市北区 飲食業 ラウンジまさ
京都市北区 飲食業 らく
京都市北区 飲食業 株式会社真季エンタープライズ・閑臥庵
京都市北区 飲食業 富美家鞍馬口
京都市北区 飲食業 おおさかや
京都市北区 飲食業 J’ｓＢａｒ
京都市北区 飲食業 members eclue
京都市北区 飲食業 Tapueria El calavera
京都市北区 飲食業 うどん屋ボンバー



ステッカー交付一覧（2021/02/19）
所在地（市区町村） 業種区分 店舗・事業所名

京都市北区 飲食業 可族
京都市北区 飲食業 ラウンジ　ＴＡＫＩ
京都市北区 飲食業 レッドオークル
京都市北区 飲食業 花あかり
京都市北区 飲食業 GOLDEN MOJA HALL
京都市北区 飲食業 愚鸞停
京都市北区 飲食業 バー25時
京都市北区 飲食業 ラウンジ凛
京都市北区 飲食業 猿基地
京都市北区 飲食業 北大路カレーうどん
京都市北区 飲食業 串あげ　あだち
京都市北区 飲食業 Mogumogu 
京都市北区 飲食業 居酒屋銀丈
京都市北区 飲食業 一品料理「伊セ藤」
京都市北区 飲食業 濱一
京都市北区 飲食業 めぐみマルシェ
京都市北区 飲食業 魚清寿司
京都市北区 飲食業 秋ない
京都市北区 飲食業 仏蘭西料理やすヰ
京都市北区 飲食業 すずや
京都市北区 飲食業 酒処和
京都市北区 飲食業 お好み焼　かわむら
京都市北区 飲食業 ひまわり
京都市北区 飲食業 Annie Look
京都市北区 飲食業 ひょこたん
京都市北区 飲食業 元木商店
京都市北区 飲食業 中華料理　知蔵人
京都市北区 飲食業 畑嘉
京都市北区 飲食業 ジュジュ
京都市北区 飲食業 天周
京都市北区 飲食業 大徳寺　鮨長
京都市北区 飲食業 北山　ガレ
京都市北区 飲食業 ｓｕｇａｒ
京都市北区 飲食業 ふくろう
京都市北区 飲食業 喫茶翡翠
京都市北区 飲食業 仁修樓
京都市北区 飲食業 be seven
京都市北区 飲食業 Sway
京都市北区 飲食業 株式会社アローズ　大江山
京都市北区 飲食業 大福
京都市北区 飲食業 炭火串焼 一幸屋
京都市北区 飲食業 天下一品佛大前店
京都市北区 飲食業 麺家しょうりん
京都市北区 飲食業 おたぎ
京都市北区 飲食業 お好み処てっぱん
京都市北区 飲食業 お好み焼き　ぱ・たんた
京都市北区 飲食業 サウンドスペース　シーク
京都市北区 飲食業 竹傳
京都市北区 飲食業 とりのすけ金閣寺店
京都市北区 飲食業 ビフテキスケロク
京都市北区 飲食業 まるき
京都市北区 飲食業 らぁ麺とうひち
京都市北区 飲食業 株式会社然林房
京都市北区 飲食業 洛雲荘
京都市北区 飲食業 お食事処　ともぶね
京都市北区 飲食業 ケンタッキー・フライド・チキン白梅町店
京都市北区 飲食業 ケンタッキー・フライド・チキン北大路ビブレ店
京都市北区 飲食業 炭火焼肉　ながお
京都市北区 飲食業 ソニア コーヒー
京都市北区 飲食業 とりのすけ　京都上賀茂店



ステッカー交付一覧（2021/02/19）
所在地（市区町村） 業種区分 店舗・事業所名

京都市北区 飲食業 丸亀製麺北大路ビブレ
京都市北区 飲食業 有限会社紫竹庵 紫竹庵 大徳寺本店
京都市北区 飲食業 鮨　珍念　
京都市北区 飲食業 グルメハウス あいかむ
京都市北区 飲食業 酒呑童子
京都市北区 飲食業 ネパールとインドのお料理　Dana Choga(ダナチョガ)
京都市北区 飲食業 Bloomer55
京都市北区 飲食業 らーめん紅
京都市北区 飲食業 なしか
京都市北区 飲食業 Bean's Goody
京都市北区 飲食業 十割手打蕎麦　みとしろ
京都市北区 飲食業 一膳飯屋　りぃぼん
京都市北区 飲食業 Next Garden
京都市北区 飲食業 カラオケ喫茶　美紗
京都市北区 飲食業 葵寿司
京都市北区 飲食業 上賀茂社家町食堂伊之助
京都市北区 飲食業 うさぎ屋
京都市北区 飲食業 リンゴハウス双葉
京都市北区 飲食業 おばんざいと家庭料理たべよし
京都市北区 飲食業 舟形
京都市北区 飲食業 スナック　さくら
京都市北区 飲食業 ミスタードーナツ　北大路ビブレ
京都市北区 飲食業 うら川商店
京都市北区 飲食業 お茶の玉宗園イズミヤ白梅町店
京都市北区 飲食業 千成食堂
京都市北区 飲食業 コミュニティカフェ新大宮
京都市北区 飲食業 のみものとチーズ　サングマルマル
京都市北区 飲食業 知るカフェ立命館大学前店
京都市北区 飲食業 麺や未曾有
京都市北区 飲食業 サイゼリヤ 京都紫竹店
京都市北区 飲食業 食らう
京都市北区 飲食業 狐庵
京都市北区 飲食業 桐の屋
京都市北区 飲食業 カフェヨージク
京都市北区 飲食業 珈琲亭ガッテイ
京都市北区 飲食業 そば処松庵
京都市北区 飲食業 細見酒店
京都市北区 飲食業 KOREAN DINING 北国
京都市北区 飲食業 御食事処　おもいで
京都市北区 飲食業 Sun&Luna
京都市北区 飲食業 京都ジンギスカン桜こまち
京都市北区 飲食業 アスラポート・ダイニング京都舟山レストラン
京都市北区 飲食業 アスラポート・ダイニング京都上賀茂レストラン
京都市北区 飲食業 GRILL はせがわ
京都市北区 飲食業 スナック　きよ
京都市北区 飲食業 キッチンひとさら
京都市北区 飲食業 カフェ・ブーケ
京都市北区 飲食業 カーキーバンブー
京都市北区 サービス業 (有)戸田駒 　カーブス烏丸鞍馬口
京都市北区 サービス業 (有)戸田駒 　カーブス北山紫野
京都市北区 サービス業 (有)戸田駒 　とだ整骨院
京都市北区 サービス業 ヘアーサロンNew　Moon
京都市北区 サービス業 (有)戸田駒 　カーブス北山上賀茂
京都市北区 サービス業 ＧＡＲＤＥＮ・ＧＡＲＤＥＮ
京都市北区 サービス業 コナミスポーツクラブ北大路
京都市北区 サービス業 ビューティークレニアル研究所
京都市北区 サービス業 ㈲モンシャン
京都市北区 サービス業 BAR BER　北陽
京都市北区 サービス業 anela
京都市北区 サービス業 ROCAReTA FOR HAIR 御園橋店



ステッカー交付一覧（2021/02/19）
所在地（市区町村） 業種区分 店舗・事業所名

京都市北区 サービス業 京進高等部　TOPΣ京進 北大路校
京都市北区 サービス業 京進スクール・ワン 紫竹教室
京都市北区 サービス業 京進スクール・ワン 白梅町教室
京都市北区 サービス業 京進スクール・ワン 北大路教室
京都市北区 サービス業 京進ユニバーサルキャンパス 北大路校
京都市北区 サービス業 京進高等部　TOPΣ京進 白梅町校
京都市北区 サービス業 京進小中部 西賀茂校
京都市北区 サービス業 京進小中部 白梅町校
京都市北区 サービス業 京進小中部 北大路校
京都市北区 サービス業 近畿觀光株式会社
京都市北区 サービス業 優心カイロプラクティック
京都市北区 サービス業 fuwari hair place
京都市北区 サービス業 アップルマインド京都北山店
京都市北区 サービス業 カットショップ ハレイワ
京都市北区 サービス業 ハクジュプラザ御薗橋店
京都市北区 サービス業 QBハウス 北大路ビブレ店
京都市北区 サービス業 ＴＳＷ合同会社
京都市北区 サービス業 リアン(有)　ｒａｉｓｅ
京都市北区 サービス業 有限会社プレステージ・インターナショナル
京都市北区 サービス業 京都むらさきの総合税理士法人
京都市北区 サービス業 ゴールフリー　知求館教室
京都市北区 サービス業 ゴールフリー　西賀茂北教室
京都市北区 サービス業 ゴールフリー　白梅町教室
京都市北区 サービス業 地求館　成基学園
京都市北区 サービス業 知求館　TAM
京都市北区 サービス業 東進　北大路校
京都市北区 サービス業 観光日本株式会社　京都ゴルフ場
京都市北区 サービス業 カラオケスタジオ　白鳥
京都市北区 サービス業 株式会社　山本自動車
京都市北区 サービス業 ㈱カーニバル　カーニバルクリーニング上堀川店
京都市北区 サービス業 ㈱カーニバル　カーニバルクリーニング上賀茂店
京都市北区 サービス業 ㈱カーニバル　カーニバルクリーニング北大路ビブレ店
京都市北区 サービス業 ㈱カーニバル　カーニバルクリーニング白梅町店
京都市北区 サービス業 ㈱カーニバル　カーニバルクリーニング西賀茂店
京都市北区 サービス業 ㈱カーニバル　カーニバルクリーニング本店
京都市北区 サービス業 LYRICAL（リリカル）
京都市北区 サービス業 株式会社　杉原商会
京都市北区 サービス業 パーマハウス　ポンバトール
京都市北区 サービス業 株式会社タクミサービス統括本部
京都市北区 サービス業 紫野税理士法人
京都市北区 サービス業 カルチャーレストラン京都北山
京都市北区 サービス業 ビーライン京都北山店
京都市北区 サービス業 ボディリフレッシュストア　ラジャム
京都市北区 サービス業 T.T.ONTOAST
京都市北区 サービス業 かみがも鍼灸室
京都市北区 サービス業 ラフィネ　北大路ビブレ店
京都市北区 サービス業 池田カイロプラクティック
京都市北区 サービス業 しゅん太鍼灸整骨院
京都市北区 サービス業 パピー美容室
京都市北区 サービス業 京都木屋町 Bar HOME
京都市北区 サービス業 クリエイティブスペース　サラムーン
京都市北区 サービス業 平野の家 わざ 永々棟
京都市北区 サービス業 公文大宮北林書写教室
京都市北区 サービス業 株式会社ハッピーブルーム
京都市北区 サービス業 カット フリーク
京都市北区 サービス業 大徳寺温泉
京都市北区 サービス業 cocoVi
京都市北区 サービス業 やまぐちクリーニング
京都市北区 サービス業 山口屋
京都市北区 サービス業 アポジェヘアー
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京都市北区 サービス業 クリーニングキララ西賀茂本店
京都市北区 サービス業 クリーニングぴいぷる北山店
京都市北区 サービス業 クリーニングぴいぷる二軒家店
京都市北区 サービス業 EVERGREEN
京都市北区 サービス業 ワンクオーター.ワン
京都市北区 サービス業 マールブランシュ北山本店
京都市北区 サービス業 株式会社　す屋吉
京都市北区 サービス業 POLA serious'm
京都市北区 サービス業 茶道体験古都
京都市北区 サービス業 藤本鍼灸整骨院
京都市北区 サービス業 ビューティースペースAYA
京都市北区 サービス業 Ｍaｒｂｌｅ
京都市北区 サービス業 ドッグサロンいぬくら
京都市北区 サービス業 川口タクシー
京都市北区 サービス業 萬転
京都市北区 サービス業 秀治療院
京都市北区 サービス業 Doggy-J Photo（ドギージェイ　フォト）
京都市北区 サービス業 ネイルサロン アリューム北山/アリュームネイルスクール
京都市北区 サービス業 さくらカット美容室
京都市北区 サービス業 ヘアーサロンウーニコ
京都市北区 サービス業 理容イケガミ
京都市北区 サービス業 セミニョン
京都市北区 サービス業 有限会社マツイｺｲﾝﾗﾝﾄﾞﾘｰ ぴいぷる二軒家店
京都市北区 サービス業 Lu Cocon ikuri
京都市北区 サービス業 炭火串やき　兆治
京都市北区 サービス業 理容　イリベ
京都市北区 サービス業 サイクルショップエイリン 紫野店
京都市北区 サービス業 サイクルショップエイリン 北大路店
京都市北区 サービス業 リボアップスポーツクラブ北大路
京都市北区 サービス業 epil　poil　COCO
京都市北区 サービス業 医療法人和み会　なかつかさ内科・在宅クリニック
京都市北区 サービス業 理容　なかむら
京都市北区 サービス業 株式会社淡交カルチャー
京都市北区 サービス業 個別指導　学進館　北大路校
京都市北区 サービス業 合同会社　K's Bee
京都市北区 サービス業 おきやま鍼灸接骨院
京都市北区 サービス業 髪質改善クリニック by エスビュート
京都市北区 サービス業 さい鍼灸整骨院
京都市北区 サービス業 Hair Dressing Salon REGENT
京都市北区 サービス業 北山 石田 鍼灸
京都市北区 サービス業 インディゴビヨウシツ
京都市北区 サービス業 Joli　minois
京都市北区 サービス業 コカリス
京都市北区 サービス業 個別学習指導教室Zephyr
京都市北区 サービス業 質屋のミスト
京都市北区 娯楽業 カラオケスタジオBUILD
京都市北区 娯楽業 カラオケホール　プリンセス
京都市北区 娯楽業 京都ゴルフ倶楽部　舟山コース
京都市北区 娯楽業 株式会社京都ミュージックラボ・ミュージックラボ音楽教室
京都市北区 娯楽業 エルサ白梅町店
京都市北区 娯楽業 おはりばこ
京都市北区 娯楽業 ＭＫボウル上賀茂
京都市北区 その他 光悦自動車教習所
京都市北区 その他 アイカム株式会社
京都市北区 その他 (合)MORIX 　もり鍼灸整骨院
京都市北区 その他 京都むらさきの 真心庵
京都市北区 その他 有限会社 真謡会館
京都市北区 その他 公益財団法人櫻谷文庫
京都市北区 その他 京都信用金庫　北大路支店
京都市北区 その他 京都信用金庫　北野支店
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京都市北区 その他 京都信用金庫　北山支店
京都市北区 その他 京都信用金庫　鞍馬口支店
京都市北区 その他 京都信用金庫　紫竹支店
京都市北区 その他 京都信用金庫　西賀茂支店
京都市北区 その他 BROWNS ENGLISH千本鞍馬口校
京都市北区 その他 学習塾ごはん
京都市北区 その他 常照寺
京都市北区 その他 植松高広
京都市北区 その他 平岡歯科医院
京都市北区 その他 医療法人　東山歯科医院
京都市北区 その他 DoRits京都＝難関大学現役合格専門塾
京都市北区 その他 宮本歯科医院
京都市北区 その他 つち川鍼灸整骨院　新大宮今宮院
京都市北区 その他 barber AZTECA
京都市北区 その他 中山歯科医院
京都市北区 その他 有限会社　加藤創研
京都市北区 その他 杉本美穂きもの学院
京都市北区 その他 京都団楽
京都市北区 その他 アトリエ　路樹絵
京都市北区 その他 白川　接骨院
京都市北区 その他 大角接骨院
京都市北区 その他 かずまさ整骨院
京都市北区 その他 清水接骨院
京都市北区 その他 空水治療院
京都市北区 その他 廣田鍼灸整骨院・北大路
京都市北区 その他 見原接骨院
京都市北区 その他 和田接骨院
京都市北区 その他 デイサービス夢楽西賀茂
京都市北区 その他 おきやま鍼灸接骨院
京都市北区 その他 なかい皮ふ科
京都市北区 その他 さい鍼灸整骨院
京都市北区 その他 Ciel
京都市北区 その他 柴田歯科医院
京都市北区 その他 ピアノ教室チス
京都市北区 その他 安土・上嶋整骨院
京都市北区 その他 井上医院
京都市北区 その他 渡辺西賀茂診療所
京都市北区 その他 渡辺医院
京都市北区 その他 西賀茂デイサービスセンター
京都市北区 その他 グループホームほっこり庵
京都市北区 その他 空裡庵
京都市北区 その他 ＪＡ京都市　大宮支店
京都市北区 その他 ＪＡ京都市　上賀茂支店
京都市北区 その他 アトリエ WAQ
京都市上京区 建設業 伊勢建築事務所株式会社
京都市上京区 製造業 株式会社　鶴屋吉信
京都市上京区 製造業 株式会社　老松
京都市上京区 製造業 佐々木酒造株式会社
京都市上京区 製造業 SOOショールーム
京都市上京区 製造業 鳴海餅本店
京都市上京区 製造業 有限会社 こと路
京都市上京区 製造業 千本玉壽軒
京都市上京区 製造業 こと路
京都市上京区 製造業 リリーレース・インターナショナル株式会社
京都市上京区 製造業 株式会社ローバー都市建築事務所
京都市上京区 製造業 山﨑営業所
京都市上京区 製造業 安達表具店
京都市上京区 製造業 西野㈱
京都市上京区 製造業 加地金襴株式会社
京都市上京区 製造業 奏絲綴苑
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京都市上京区 運輸業 大槻タクシー
京都市上京区 卸売業 ㈱京都金桝　京都ｼｮｰﾙｰﾑ
京都市上京区 卸売業 リリーレース・インターナショナル株式会社
京都市上京区 卸売業 式亭
京都市上京区 卸売業 改進亭総本店
京都市上京区 卸売業 ニシムラ株式会社　北営業所
京都市上京区 卸売業 京都サンダー株式会社
京都市上京区 卸売業 川徳商事株式会社
京都市上京区 卸売業 武下商店
京都市上京区 小売業 ミニストップ京都第二赤十字病院
京都市上京区 小売業 （株）本田味噌本店
京都市上京区 小売業 Natur
京都市上京区 小売業 京つけものもり　北野上七軒店
京都市上京区 小売業 有限会社 長五郎餅本舗
京都市上京区 小売業 ダイソー京都西陣店
京都市上京区 小売業 auショップ河原町今出川
京都市上京区 小売業 株式会社鶴屋吉信　本店
京都市上京区 小売業 株式会社やまもと
京都市上京区 小売業 株式会社テレメーション
京都市上京区 小売業 株式会社山田松香木店
京都市上京区 小売業 京佃煮　千ひろ
京都市上京区 小売業 新鮮食品館　アイハート出町店
京都市上京区 小売業 新鮮食品館　アイハート堀川店
京都市上京区 小売業 佳甫作　安藤人形店
京都市上京区 小売業 株式会社　俵屋吉富
京都市上京区 小売業 西浅　本社
京都市上京区 小売業 メッサ北野
京都市上京区 小売業 越後家多齢堂
京都市上京区 小売業 スギ薬局　千本店
京都市上京区 小売業 ORIWA SHOP
京都市上京区 小売業 五辻の昆布　本店
京都市上京区 小売業 小川頭販売所
京都市上京区 小売業 青井米穀店
京都市上京区 小売業 有限会社コセキサイクリングセンター
京都市上京区 小売業 TAKENOKO
京都市上京区 小売業 南よねや
京都市上京区 小売業 （有）一条のよ志だ
京都市上京区 小売業 株式会社アークコーポレーション
京都市上京区 小売業 みやけ
京都市上京区 小売業 ファッションモンプチ
京都市上京区 小売業 WAVE
京都市上京区 小売業 かま八老舗
京都市上京区 小売業 DRIP&DROP COFFEE ROASTERY
京都市上京区 小売業 株式会社　大橋弌峰
京都市上京区 小売業 田村ふとん店
京都市上京区 小売業 上田商店
京都市上京区 小売業 どらやき亥ノメ
京都市上京区 小売業 御菓子司　塩芳軒
京都市上京区 小売業 株式会社花工房
京都市上京区 小売業 京都府庁生活協同組合　売店
京都市上京区 小売業 宮本印判店
京都市上京区 小売業 よりみちプラス
京都市上京区 小売業 中島ミシン電業店
京都市上京区 小売業 有限会社小原商店
京都市上京区 小売業 PICO
京都市上京区 小売業 アイミ自動車販売
京都市上京区 小売業 プチスポーツ
京都市上京区 小売業 出町ふたば
京都市上京区 小売業 向井石油㈱　丸太町サービスステーション
京都市上京区 小売業 りなちゃんのほっぺ
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京都市上京区 小売業 よろづ屋本店
京都市上京区 小売業 新進ラジオ
京都市上京区 小売業 DRIP&DROP COFFEE SUPPLY　RASTERY 
京都市上京区 小売業 株式会社かつらぎ　西店
京都市上京区 小売業 株式会社かつらぎ　東店
京都市上京区 小売業 株式会社かつらぎ　倉庫
京都市上京区 小売業 丸田商店
京都市上京区 小売業 山田商店
京都市上京区 小売業 山岡酒店
京都市上京区 小売業 森田商店
京都市上京区 小売業 Berry
京都市上京区 小売業 オプティックアートオギ中立売店
京都市上京区 小売業 極彩工房
京都市上京区 小売業 ランデヴーギャラリー＆カフェ
京都市上京区 小売業 ホッジ　ポッジ
京都市上京区 小売業 生鮮館なかむら　堀川店
京都市上京区 小売業 仏壇仏具サロン幸輪堂
京都市上京区 小売業 マリーフランス今出川店
京都市上京区 小売業 京都ゑびす屋 内（株）東洋物産
京都市上京区 小売業 よしくら北店
京都市上京区 小売業 愛染工房
京都市上京区 小売業 有限会社林孝太郎造酢
京都市上京区 小売業 京だし巻　西尾
京都市上京区 小売業 スマイリングにし上京店
京都市上京区 小売業 株式会社　SUN's
京都市上京区 小売業 株式会社 山中油店
京都市上京区 小売業 野田薬局　支店
京都市上京区 小売業 TSUKI
京都市上京区 不動産・賃貸業 storeroomトランク
京都市上京区 不動産・賃貸業 株式会社ハウスネットワーク　烏丸今出川店
京都市上京区 不動産・賃貸業 株式会社ため国興産
京都市上京区 不動産・賃貸業 有限会社アクティブ
京都市上京区 不動産・賃貸業 北野タクシー
京都市上京区 不動産・賃貸業 株式会社　Honest Inc
京都市上京区 不動産・賃貸業 株式会社　Connect
京都市上京区 宿泊業 都市型コテージ京都
京都市上京区 宿泊業 ホテルルビノ京都堀川
京都市上京区 宿泊業 プチホテル京都
京都市上京区 宿泊業 株式会社ティーエスケー
京都市上京区 宿泊業 株式会社西陣魚新
京都市上京区 宿泊業 東和観光開発株式会社
京都市上京区 宿泊業 日本私立学校振興・共済事業団 京都会館
京都市上京区 宿泊業 有限会社 ワイズ企画
京都市上京区 宿泊業 株式会社　祇園くろちく
京都市上京区 宿泊業 京都ガーデンパレス
京都市上京区 宿泊業 合同会社月沈原
京都市上京区 宿泊業 国家公務員共済組合連合会京都宿泊所　ＫＫＲ京都くに荘
京都市上京区 宿泊業 錆庵
京都市上京区 宿泊業 リヴェルト京都鴨川
京都市上京区 宿泊業 株式会社ブライトンコーポレーション　京都ブライトンホテル
京都市上京区 宿泊業 株式会社京都シティホテル
京都市上京区 宿泊業 京おばたや
京都市上京区 宿泊業 京おばたや　アパートメント101
京都市上京区 宿泊業 紫月
京都市上京区 宿泊業 京　KOZO　北野天神
京都市上京区 宿泊業 京のやど　卯乃花
京都市上京区 宿泊業 すなっく 延
京都市上京区 宿泊業 京都橘屋　二条城北別邸
京都市上京区 宿泊業 京都橘屋　二条白銀邸
京都市上京区 宿泊業 雲・荒神口



ステッカー交付一覧（2021/02/19）
所在地（市区町村） 業種区分 店舗・事業所名

京都市上京区 宿泊業 雲・小御
京都市上京区 宿泊業 KAMOGAWA BAKERY
京都市上京区 宿泊業 古都の別荘京町屋西陣
京都市上京区 宿泊業 和み家　京都　上七軒
京都市上京区 宿泊業 GroLiving Kyoto
京都市上京区 宿泊業 ゲストハウス糸屋
京都市上京区 宿泊業 マガザンキョウト
京都市上京区 飲食業 ちえぞう
京都市上京区 飲食業 やきとり一番　千中店
京都市上京区 飲食業 りさちゃん食堂
京都市上京区 飲食業 （株）ひょうたんや
京都市上京区 飲食業 珈琲の木
京都市上京区 飲食業 ジャンボカラオケ広場　同志社前店
京都市上京区 飲食業 リストランテ　カーサビアンカ
京都市上京区 飲食業 オンリーユー　２nd
京都市上京区 飲食業 せかんど・クロード
京都市上京区 飲食業 二和佐　
京都市上京区 飲食業 おばんざい屋ひと花
京都市上京区 飲食業 (株)Wanowa　餃子松吉
京都市上京区 飲食業 さかき
京都市上京区 飲食業 ジャパンフードエンターテイメント株式会社
京都市上京区 飲食業 たつみ
京都市上京区 飲食業 有限会社　天㐂
京都市上京区 飲食業 京佳
京都市上京区 飲食業 蕎麦処 満る市
京都市上京区 飲食業 紫
京都市上京区 飲食業 有限会社 さか
京都市上京区 飲食業 有限会社友康
京都市上京区 飲食業 アースカフェ中立売店
京都市上京区 飲食業 キタノイチバ　今出川駅前店
京都市上京区 飲食業 餃子の王将チェーン 中立売店
京都市上京区 飲食業 コーヒーハウス　サンライズ2001
京都市上京区 飲食業 スタジオなつメロふるさと
京都市上京区 飲食業 はな篭
京都市上京区 飲食業 ビストロ割烹 YAOYA
京都市上京区 飲食業 前田珈琲　アルティ店　
京都市上京区 飲食業 喫茶静香
京都市上京区 飲食業 串しずか　千本今出川本店
京都市上京区 飲食業 桜井屋
京都市上京区 飲食業 Kushibar 串幸
京都市上京区 飲食業 ShiじMa
京都市上京区 飲食業 お粥や福住
京都市上京区 飲食業 ガールズバー AQUA
京都市上京区 飲食業 株式会社鶴屋吉信　tubara café
京都市上京区 飲食業 株式会社鶴屋吉信　お休み処
京都市上京区 飲食業 餃子の王将烏丸鞍馬口店
京都市上京区 飲食業 チェニル
京都市上京区 飲食業 ちゅらい
京都市上京区 飲食業 やまに寿司
京都市上京区 飲食業 花たぬき千中店
京都市上京区 飲食業 三宝の餃子
京都市上京区 飲食業 酒処　今新
京都市上京区 飲食業 上七軒ゆう
京都市上京区 飲食業 無添くら寿司　西陣店
京都市上京区 飲食業 カフェレストラン　OA
京都市上京区 飲食業 （株）　畑かく
京都市上京区 飲食業 Beer&Pastaスケルツォ
京都市上京区 飲食業 Latte Art Junkies Roasting Shop　北野天満宮店
京都市上京区 飲食業 魚菊
京都市上京区 飲食業 洋食のトム



ステッカー交付一覧（2021/02/19）
所在地（市区町村） 業種区分 店舗・事業所名

京都市上京区 飲食業 鉄板焼　草庵
京都市上京区 飲食業 スナックK　
京都市上京区 飲食業 美酒一献丸太町志むら
京都市上京区 飲食業 ALOHANA cafe
京都市上京区 飲食業 居酒屋　次平
京都市上京区 飲食業 大市株式会社
京都市上京区 飲食業 吾妻軒 
京都市上京区 飲食業 CURRY＆BAR 240
京都市上京区 飲食業 千かく
京都市上京区 飲食業 油そば専門店 ムジコ 
京都市上京区 飲食業 京もつ鍋ホルモン朱々 千中店 
京都市上京区 飲食業 Steam　Kitchen
京都市上京区 飲食業 ベルビーモアカフェ
京都市上京区 飲食業 和風創作パスタ　ひなた
京都市上京区 飲食業 鳥岩 
京都市上京区 飲食業 おもの里
京都市上京区 飲食業 株式会社　田丸弥
京都市上京区 飲食業 鳥貴族　今出川店
京都市上京区 飲食業 あんじ府庁前店
京都市上京区 飲食業 中国菜 燕燕
京都市上京区 飲食業 寿司割烹かとう
京都市上京区 飲食業 taverna e bar ilcontadino
京都市上京区 飲食業 喫茶　カフェール
京都市上京区 飲食業 にぎり忠次郎　二条城北店
京都市上京区 飲食業 十二籃　ジュウニラン
京都市上京区 飲食業 中川酒店出町店
京都市上京区 飲食業 マメバコ
京都市上京区 飲食業 華庄
京都市上京区 飲食業 グランドバーガー
京都市上京区 飲食業 天御八（てんみはち）
京都市上京区 飲食業 ひめ
京都市上京区 飲食業 丸太町パクチー
京都市上京区 飲食業 京もつ鍋焼肉ホルモン 火洛
京都市上京区 飲食業 今出川新町いかな
京都市上京区 飲食業 十割そばカフェバー
京都市上京区 飲食業 アインシュペンナー篁
京都市上京区 飲食業 一富久庵
京都市上京区 飲食業 家庭料理　永
京都市上京区 飲食業 Le Pont ( ル・ポン）
京都市上京区 飲食業 蕎麦屋　にこら
京都市上京区 飲食業 明石屋
京都市上京区 飲食業 喫茶　いのん
京都市上京区 飲食業 串揚げ万年青
京都市上京区 飲食業 スゥレッドカフェ
京都市上京区 飲食業 株式会社　萬重
京都市上京区 飲食業 相国寺
京都市上京区 飲食業 宝鏡寺門跡
京都市上京区 飲食業 祭家
京都市上京区 飲食業 韓日茶苑楽　zen
京都市上京区 飲食業 京西陣菓匠宗禅　本店
京都市上京区 飲食業 茶寮SENTAMA
京都市上京区 飲食業 鳥よし 
京都市上京区 飲食業 千ざい
京都市上京区 飲食業 居食酒　あじやす
京都市上京区 飲食業 京料理　割烹　成萬
京都市上京区 飲食業 中国酒家　西香
京都市上京区 飲食業 御所DeLino
京都市上京区 飲食業 焼肉　嘉
京都市上京区 飲食業 割烹ひろ多
京都市上京区 飲食業 焼肉ホルモン　ニューみよし今出川店



ステッカー交付一覧（2021/02/19）
所在地（市区町村） 業種区分 店舗・事業所名

京都市上京区 飲食業 うおき
京都市上京区 飲食業 中野屋　今出川店
京都市上京区 飲食業 A4黒毛和牛熟成肉焼肉 Yakiniku221
京都市上京区 飲食業 出町　田舎亭
京都市上京区 飲食業 都うどん　センナカ店
京都市上京区 飲食業 丼丸　京の魚河岸　太秦天神川店
京都市上京区 飲食業 斎　阿うん
京都市上京区 飲食業 エフシーダイニングテーブル
京都市上京区 飲食業 カフェ・フロッシュ
京都市上京区 飲食業 キッチンゴン 西陣店
京都市上京区 飲食業 シユクル御所西
京都市上京区 飲食業 タイレストラン イーサン
京都市上京区 飲食業 綾綺殿
京都市上京区 飲食業 株式会社　畑かく
京都市上京区 飲食業 京ゆば処　静家　西陣店
京都市上京区 飲食業 馳走　のかぜ
京都市上京区 飲食業 coco壱番屋　烏丸今出川店
京都市上京区 飲食業 株式会社トレジャーアイランド 空蝉亭
京都市上京区 飲食業 料理　まる福
京都市上京区 飲食業 カレーハウスCoCo壱番屋堀川丸太町店
京都市上京区 飲食業 喫茶しおり
京都市上京区 飲食業 京のなんば一番たこ杉
京都市上京区 飲食業 焼鳥伸
京都市上京区 飲食業 焼肉ハウス京城苑
京都市上京区 飲食業 cafe marble 智恵光院店
京都市上京区 飲食業 DS+Cafe
京都市上京区 飲食業 西陣　はしもと
京都市上京区 飲食業 パパジョンズ 今出川 本店
京都市上京区 飲食業 炭蔵
京都市上京区 飲食業 芳月
京都市上京区 飲食業 四季 なか村
京都市上京区 飲食業 旬菜酒家　べっぴん屋
京都市上京区 飲食業 カレーハウスCoCo堀川丸太町店
京都市上京区 飲食業 旬菜酒屋　べっぴん屋
京都市上京区 飲食業 とり市
京都市上京区 飲食業 寿司ふじ井
京都市上京区 飲食業 大詔閣
京都市上京区 飲食業 四川辣麺 大
京都市上京区 飲食業 french restaurant will
京都市上京区 飲食業 ilifune
京都市上京区 飲食業 SECONDHOUSE出町店
京都市上京区 飲食業 お好み焼き昂
京都市上京区 飲食業 居酒屋 㐂楽
京都市上京区 飲食業 太郎
京都市上京区 飲食業 カフェ&定食の店フレスコ
京都市上京区 飲食業 カフェスター
京都市上京区 飲食業 京の惣菜　あだち
京都市上京区 飲食業 フルーツパーラー　烏丸店
京都市上京区 飲食業 出町　けい
京都市上京区 飲食業 焼きとり屋 Ster
京都市上京区 飲食業 イルチリエージョ
京都市上京区 飲食業 ポルトガル菓子店カステラ　ド　パウロ
京都市上京区 飲食業 due e mezzo
京都市上京区 飲食業 中国家庭料理　菜根香（京町家　愉庵）
京都市上京区 飲食業 焼き鳥 トリイロ
京都市上京区 飲食業 焼肉くわはた
京都市上京区 飲食業 北野ラボ
京都市上京区 飲食業 阿さひ et Rive gauche（あさひ エ リヴゴォシュ）
京都市上京区 飲食業 洋食屋プラムクリーク
京都市上京区 飲食業 大衆酒場寿海千丸店



ステッカー交付一覧（2021/02/19）
所在地（市区町村） 業種区分 店舗・事業所名

京都市上京区 飲食業 ひだまりカフェ
京都市上京区 飲食業 松乃家
京都市上京区 飲食業 カフェ瓢堂
京都市上京区 飲食業 京都府庁生活協同組合　職員食堂
京都市上京区 飲食業 DELTA
京都市上京区 飲食業 東寿司
京都市上京区 飲食業 上七軒　ふた葉
京都市上京区 飲食業 カフェ　ジン
京都市上京区 飲食業 ちりとり鍋伊山
京都市上京区 飲食業 お好み居酒屋ぞろんぱ
京都市上京区 飲食業 新福菜館  府立医大前店
京都市上京区 飲食業 たわらや
京都市上京区 飲食業 モスバーガーイズミヤ堀川丸太町店
京都市上京区 飲食業 つち福
京都市上京区 飲食業 ル･プチメック今出川店
京都市上京区 飲食業 季節の台所　空まめ
京都市上京区 飲食業 阿さひ　et　Rive　gauche
京都市上京区 飲食業 Japaneseまぜ麺MARUTA
京都市上京区 飲食業 なり田屋
京都市上京区 飲食業 酒菜　石慶
京都市上京区 飲食業 サルマンアンドソエルハラルキッチン京都
京都市上京区 飲食業 ベジサラ舎
京都市上京区 飲食業 soco
京都市上京区 飲食業 キッチンボナサイ
京都市上京区 飲食業 なか卯　河原町丸太町店
京都市上京区 飲食業 漬物ダイニング柴常
京都市上京区 飲食業 珈道
京都市上京区 飲食業 Dining room YOU
京都市上京区 飲食業 カメヤノタクヤ
京都市上京区 飲食業 京まさ
京都市上京区 飲食業 R-CAKE
京都市上京区 飲食業 びっくりドンキー河原町店
京都市上京区 飲食業 かつ丼玄　河原町店
京都市上京区 飲食業 半左笑門
京都市上京区 飲食業 松屋　今出川店
京都市上京区 飲食業 なか卯　烏丸今出川店
京都市上京区 飲食業 マレーバク
京都市上京区 飲食業 中国廣東料理　紫藤花
京都市上京区 飲食業 せかんどきっちん　丸太町店
京都市上京区 飲食業 cafe kozora
京都市上京区 飲食業 カフェ・ド・クリエ  京都府立医科大学附属病院店
京都市上京区 飲食業 旬彩　克
京都市上京区 飲食業 おでんと天ぷらとお酒　musubi　kyouto
京都市上京区 飲食業 New Delhi
京都市上京区 飲食業 レーヌデプレ
京都市上京区 飲食業 創菜旬味　よし彦
京都市上京区 飲食業 ようしょくや
京都市上京区 飲食業 御所西ばく食堂
京都市上京区 飲食業 天下一品 今出川店
京都市上京区 飲食業 コーヒー＆定食の店フレスコ
京都市上京区 飲食業 つづき　
京都市上京区 飲食業 スナック美樹
京都市上京区 飲食業 katte 
京都市上京区 飲食業 MA-MA
京都市上京区 飲食業 麺処雁木
京都市上京区 飲食業 ZERO
京都市上京区 飲食業 がんこ親爺
京都市上京区 飲食業 EARTH CAFE同志社店
京都市上京区 飲食業 素人料理さち
京都市上京区 飲食業 思い出
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京都市上京区 飲食業 Poppizza 
京都市上京区 飲食業 ener
京都市上京区 飲食業 ほりたこ
京都市上京区 飲食業 居酒屋　一揆　西陣
京都市上京区 飲食業 京都たこ壱　千本中立売店
京都市上京区 飲食業 京都たこ壱　堀川今出川店
京都市上京区 飲食業 monday
京都市上京区 飲食業 NuCUPCOFFEE
京都市上京区 飲食業 The GRAVY
京都市上京区 飲食業 らくから
京都市上京区 飲食業 龍月庵
京都市上京区 飲食業 くれない
京都市上京区 飲食業 玉屋
京都市上京区 飲食業 焼鳥伸　上七軒本店
京都市上京区 飲食業 炭焼 鶏たか
京都市上京区 飲食業 夢人
京都市上京区 飲食業 麺屋愛都今出川店
京都市上京区 飲食業 Moch Pit
京都市上京区 飲食業 R CAKE
京都市上京区 飲食業 S.O.U./Violet and Claire
京都市上京区 飲食業 かみや
京都市上京区 飲食業 シナモン
京都市上京区 飲食業 たこ虎
京都市上京区 飲食業 あざみ
京都市上京区 飲食業 ときわ寿し
京都市上京区 飲食業 とんかつ清水
京都市上京区 飲食業 ならび屋
京都市上京区 飲食業 西陣イノクマカフェ
京都市上京区 飲食業 のんき
京都市上京区 飲食業 蛍
京都市上京区 飲食業 おばんざい　しづ
京都市上京区 飲食業 高倉小よこバル
京都市上京区 飲食業 今原町家
京都市上京区 飲食業 炭焼やきとり一番千本寺之内店
京都市上京区 飲食業 蓮庵
京都市上京区 飲食業 Attrice 
京都市上京区 飲食業 beyond
京都市上京区 飲食業 deico
京都市上京区 飲食業 yu-an
京都市上京区 飲食業 微風台南trars2
京都市上京区 飲食業 大多福
京都市上京区 飲食業 スナック　ひまわり
京都市上京区 飲食業 ニュー万長
京都市上京区 飲食業 ボラボラ
京都市上京区 飲食業 月の華
京都市上京区 飲食業 龍月暗
京都市上京区 飲食業 寿司大源
京都市上京区 飲食業 出町座のソコ
京都市上京区 飲食業 旬菜あだち
京都市上京区 飲食業 町屋のラーメン酒場　K
京都市上京区 飲食業 微風台南tears2
京都市上京区 飲食業 いまから　なかじん
京都市上京区 飲食業 ダ・マエダ＆ラピス
京都市上京区 飲食業 やきとり一番新町寺之内店
京都市上京区 飲食業 京呑
京都市上京区 飲食業 呑処島田
京都市上京区 飲食業 味彩　みたか
京都市上京区 飲食業 BAR  TANKS
京都市上京区 飲食業 アットリーチェ
京都市上京区 飲食業 スナック来夢
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京都市上京区 飲食業 鍋焼きロッキー
京都市上京区 飲食業 まあご
京都市上京区 飲食業 焼肉の江畑
京都市上京区 飲食業 スナックたかちほ
京都市上京区 飲食業 なるかみ
京都市上京区 飲食業 マルキュウ
京都市上京区 飲食業 河村食堂
京都市上京区 飲食業 寿司、割烹　なか川
京都市上京区 飲食業 大人の鶏料理 なが田
京都市上京区 飲食業 呑んだくれBAR ℃-uとん
京都市上京区 飲食業 bar Playground
京都市上京区 飲食業 飲食求道一作
京都市上京区 飲食業 京・鳥料理 赤路
京都市上京区 飲食業 京都市上京区相国寺門前町647ー8
京都市上京区 飲食業 OLUBURGERKYOTO
京都市上京区 飲食業 呑み食処　ほっこり
京都市上京区 飲食業 紙屋カフェ＋
京都市上京区 飲食業 きりはた
京都市上京区 飲食業 TACOCHAN
京都市上京区 飲食業 クレナイ
京都市上京区 飲食業 クレナイ別館
京都市上京区 飲食業 スナック晶
京都市上京区 飲食業 お食事処　つかさ
京都市上京区 飲食業 ワイズクリエーション　気まぐれ食堂「朋友」
京都市上京区 飲食業 ラーメンの坊歩　千中店
京都市上京区 飲食業 京西陣旨い処一から十
京都市上京区 飲食業 キラメキノトリ
京都市上京区 飲食業 アラシャラモン
京都市上京区 飲食業 喫茶むらなか
京都市上京区 飲食業 cafe chobitto
京都市上京区 飲食業 千代飯店
京都市上京区 飲食業 アジアンレストラン芙蓉園
京都市上京区 飲食業 やきとり しま吉
京都市上京区 飲食業 とんかつ洋食屋　とんが
京都市上京区 飲食業 お茶屋さくら
京都市上京区 飲食業 バーはれま
京都市上京区 飲食業 紙屋川のけんちゃん
京都市上京区 飲食業 旅館東籬
京都市上京区 飲食業 カフェ京都っ子
京都市上京区 飲食業 コイコイ商店
京都市上京区 飲食業 京都北野　四恩
京都市上京区 飲食業 Bistro 　Soruto
京都市上京区 飲食業 メンバーズスナック　レディー
京都市上京区 飲食業 COFFEE HOUSE 拾得
京都市上京区 飲食業 家庭料理はなふさ
京都市上京区 飲食業 竹邑庵太郎敦盛
京都市上京区 飲食業 ミスタードーナツ出町ショップ
京都市上京区 飲食業 VULCAN
京都市上京区 飲食業 寺町よしくら
京都市上京区 飲食業 THE NICOLE
京都市上京区 飲食業 京都ホルモン焼きうどん田中
京都市上京区 飲食業 グリル彌兵衛
京都市上京区 飲食業 魚伊
京都市上京区 飲食業 ワイズクリエーション　気まぐれ食堂　朋友
京都市上京区 飲食業 むら川
京都市上京区 飲食業 小きみ
京都市上京区 飲食業 喫茶トリオ
京都市上京区 飲食業 炭焼とりこ
京都市上京区 飲食業 乾本舗
京都市上京区 飲食業 Ｐｕｒｅ　ぴゅあ 
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京都市上京区 飲食業 京うまれごはん日和　烏丸丸太町店
京都市上京区 飲食業 ちょっと喰らうど
京都市上京区 飲食業 祇園楼蘭
京都市上京区 飲食業 喫茶とごはん きんたんち
京都市上京区 飲食業 風とCOFFEE
京都市上京区 飲食業 麺屋　大ちゃん
京都市上京区 飲食業 BAR Red Tails
京都市上京区 飲食業 麺・蕎麦や蕎味心真
京都市上京区 飲食業 文楽
京都市上京区 飲食業 有限会社　はれま
京都市上京区 飲食業 お初
京都市上京区 飲食業 豊しげ
京都市上京区 飲食業 ナマステタージマハル 丸太町店
京都市上京区 飲食業 ラーメンまる福
京都市上京区 飲食業 花椿
京都市上京区 飲食業 メガロコープ西陣
京都市上京区 飲食業 pongee's Table
京都市上京区 飲食業 Sou Zai 屋
京都市上京区 飲食業 上七軒　治郎吉
京都市上京区 飲食業 上七軒　四季
京都市上京区 飲食業 焼肉京都ぐら
京都市上京区 飲食業 金六
京都市上京区 飲食業 bar月読
京都市上京区 飲食業 MIX PANDA COFFEE
京都市上京区 飲食業 イタリア創作料理　MARE
京都市上京区 飲食業 上京区亀屋町323
京都市上京区 飲食業 mantis
京都市上京区 飲食業 知るカフェ同志社大学前店
京都市上京区 飲食業 中国料理　美齢
京都市上京区 飲食業 黄昏
京都市上京区 飲食業 サイゼリヤ 今出川駅前店
京都市上京区 飲食業 ITOYA stand coffee
京都市上京区 飲食業 やきとり一番　河原町今出川店
京都市上京区 飲食業 QuePasa
京都市上京区 飲食業 ちゃこ
京都市上京区 飲食業 山食音
京都市上京区 飲食業 リンコーヒー 
京都市上京区 飲食業 ハングリーシュガー
京都市上京区 飲食業 カラオケナンバーナイン西陣店
京都市上京区 飲食業 スイングストリートカフェ
京都市上京区 飲食業 糸仙
京都市上京区 飲食業 喫茶 YAOMON
京都市上京区 飲食業 にんじんと豆の木
京都市上京区 飲食業 天の雫
京都市上京区 飲食業 酒菜　くれいし
京都市上京区 飲食業 れんこん
京都市上京区 飲食業 中華料理　相撲鍋
京都市上京区 飲食業 京天神　野口
京都市上京区 飲食業 西陣鳥岩楼
京都市上京区 飲食業 喫茶　JIN
京都市上京区 飲食業 La Biographie
京都市上京区 飲食業 La Biographie...
京都市上京区 飲食業 ラーメンこんじき
京都市上京区 飲食業 縁
京都市上京区 飲食業 醍ぶ　府庁前店
京都市上京区 飲食業 KéFU stay & Lounge
京都市上京区 飲食業 安兵衛
京都市上京区 飲食業 小松
京都市上京区 サービス業 株式会社レスプリ・ド・翔
京都市上京区 サービス業 上京自習室
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京都市上京区 サービス業 企業組合もえぎ設計
京都市上京区 サービス業 コナミスポーツクラブ京都丸太町
京都市上京区 サービス業 西陣くらしの美術館冨田屋
京都市上京区 サービス業 理容室カン
京都市上京区 サービス業 京都佛立ミュージアム
京都市上京区 サービス業 第一写真店
京都市上京区 サービス業 SHIKUMI D&E
京都市上京区 サービス業 ハクジュプラザ西陣店
京都市上京区 サービス業 ホワイトピア御所西店
京都市上京区 サービス業 京都典礼会館
京都市上京区 サービス業 hair design Rinto
京都市上京区 サービス業 カーブス西陣千本
京都市上京区 サービス業 もり鍼灸治療院　今出川マッサージ治療院
京都市上京区 サービス業 ワタベウェディング　アニバーサリーサロン
京都市上京区 サービス業 ワタベウェディング　京都フォトスタジオ
京都市上京区 サービス業 ワタベウェディング　京都本店
京都市上京区 サービス業 株式会社ケーケーシー情報システム
京都市上京区 サービス業 北野界わい創生会 有限会社とりゐ
京都市上京区 サービス業 アムズブライダル
京都市上京区 サービス業 西陣織会館
京都市上京区 サービス業 西陣織工業組合　西陣織会館
京都市上京区 サービス業 ㈱カーニバル　カーニバルクリーニング千丸東店
京都市上京区 サービス業 ㈱カーニバル　カーニバルクリーニング中立売店
京都市上京区 サービス業 ㈱カーニバル　カーニバルクリーニング堀川今出川店
京都市上京区 サービス業 rule　千本丸太町サロン
京都市上京区 サービス業 storeroomトランク
京都市上京区 サービス業 PLUS beauty
京都市上京区 サービス業 umehara.sports鍼灸院
京都市上京区 サービス業 爲國淳史税理士事務所
京都市上京区 サービス業 Kyoto二葉葵株式会社
京都市上京区 サービス業 クリーニングキララ河原町丸太町店
京都市上京区 サービス業 クリーニングキララ丸太町御前店
京都市上京区 サービス業 クリーニングキララ芦山寺店
京都市上京区 サービス業 個別指導エミオン
京都市上京区 サービス業 幼児教室 Vis-a-vis
京都市上京区 サービス業 笠の湯
京都市上京区 サービス業 龍宮温泉
京都市上京区 サービス業 京都中央整骨院/はり灸院
京都市上京区 サービス業 三興オート　株式会社
京都市上京区 サービス業 田中そろばん塾　護王神社教室
京都市上京区 サービス業 勝ふみ
京都市上京区 サービス業 成助
京都市上京区 サービス業 株式会社　アクタス
京都市上京区 サービス業 サイクルショップエイリン サイクルハテナ店
京都市上京区 サービス業 サイクルショップエイリン 丸太町店
京都市上京区 サービス業 サイクルショップエイリン 同志社前店
京都市上京区 サービス業 サイクルショップエイリン　今出川京大前店本館
京都市上京区 サービス業 京の癒し処　整体　古式
京都市上京区 サービス業 健康堂整体院
京都市上京区 サービス業 ヴィンセント
京都市上京区 サービス業 市
京都市上京区 サービス業 企業組合Ｆｕｕ空間計画
京都市上京区 サービス業 ト一庵 小路
京都市上京区 サービス業 ト一庵
京都市上京区 サービス業 リンフ・リバー
京都市上京区 サービス業 美容室　カミショウ
京都市上京区 娯楽業 ミュージックラボ音楽教室
京都市上京区 娯楽業 三くま
京都市上京区 娯楽業 スナック　ニューきよの
京都市上京区 その他 Mocca Donce＆pirates
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京都市上京区 その他 epice エピス
京都市上京区 その他 公益社団法人京都府観光連盟
京都市上京区 その他 サロンド　KAZUMA
京都市上京区 その他 京都マネージメントリエゾン
京都市上京区 その他 りらくる千本丸太町店
京都市上京区 その他 りらくる千本二条店
京都市上京区 その他 内閣府迎賓館京都事務所
京都市上京区 その他 公益財団法人 樂美術館
京都市上京区 その他 安達徳株式会社
京都市上京区 その他 京都信用金庫　西陣支店
京都市上京区 その他 京都信用金庫　丸太町支店
京都市上京区 その他 M's barber（エムズバーバー）
京都市上京区 その他 公益財団法人　北村文華財団　北村美術館
京都市上京区 その他 宗教法人　本法寺
京都市上京区 その他 ハリス理化学館同志社ギャラリー
京都市上京区 その他 セルフ会計経営簿記教室
京都市上京区 その他 林繁一税理士事務所
京都市上京区 その他 松村一郎税理士事務所
京都市上京区 その他 京の楽チャリ　北野天満宮合格店
京都市上京区 その他 乾隆校前整骨院
京都市上京区 その他 かつらぎ接骨院
京都市上京区 その他 訪問看護ステーションかがやき
京都市上京区 その他 エコリング河原町丸太町店
京都市上京区 その他 丸栄株式会社
京都市上京区 その他 つち川鍼灸整骨院　烏丸鞍馬口院
京都市上京区 その他 有限会社　地域観光情報研究社
京都市上京区 その他 健康和惣菜ながいきおまめ
京都市上京区 その他 洋服のニシザワ
京都市上京区 その他 yoshiko歯科クリニック
京都市上京区 その他 北野マリアヴィラ
京都市上京区 その他 クローバー訪問介護サービズ
京都市上京区 その他 クローバー居宅介護サービズ
京都市上京区 その他 ツツム介護支援サービス
京都市上京区 その他 ピュアライト
京都市上京区 その他 もりかわ接骨院
京都市上京区 その他 白岩接骨院
京都市上京区 その他 生活あーと空間ぱるあーと
京都市上京区 その他 鞍馬口ヘルパーステーション
京都市上京区 その他 医療法人　勝目医院
京都市上京区 その他 アルケル在宅鍼灸マッサージ
京都市上京区 その他 柔道整復　創健堂
京都市上京区 その他 都総合管理株式会社
京都市上京区 その他 ブランドパーク　千本丸太町店
京都市上京区 その他 タオカ建築設計事務所
京都市上京区 その他 御所東デンタルクリニック
京都市上京区 その他 はるかぜ総合司法書士事務所
京都市上京区 その他 多田治療院
京都市上京区 その他 うえむら整骨院
京都市上京区 その他 相良整骨院
京都市上京区 その他 熊本接骨院
京都市上京区 その他 谷山接骨院
京都市上京区 その他 くまなか鍼灸院・接骨院
京都市上京区 その他 せんなか西村鍼灸接骨院
京都市上京区 その他 シルバークロス株式会社
京都市上京区 その他 山村歯科医院
京都市上京区 その他 下田歯科医院
京都市上京区 その他 心生接骨院
京都市上京区 その他 かご鍼灸接骨院
京都市上京区 その他 cut & esthe やまもと　（ヘアーサロン　やまもと）
京都市上京区 その他 京都新聞堀川販売所
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京都市上京区 その他 首途八幡宮
京都市上京区 その他 cut & esthe やまもと　(ヘアーサロン やまもと)
京都市上京区 その他 カフェ　サイクル
京都市左京区 建設業 藤川水道
京都市左京区 建設業 株式会社　大安組
京都市左京区 建設業 株式会社サカヰヤ
京都市左京区 建設業 三井ホーム株式会社　京都北山レジデンス
京都市左京区 建設業 影近設備工業株式会社　東一条ビル
京都市左京区 建設業 影近設備工業株式会社　本社
京都市左京区 建設業 株式会社田伏石材商店
京都市左京区 建設業 リフォームセンター㈱
京都市左京区 建設業 ㈱大安組　岩倉営業所
京都市左京区 建設業 ㈱大安組　京都営業所
京都市左京区 建設業 ㈱大安組　本社
京都市左京区 建設業 加藤管工所
京都市左京区 建設業 長野表具店
京都市左京区 建設業 鳳電気土木株式会社
京都市左京区 建設業 中辻工務店
京都市左京区 建設業 有限会社北尾石材本社
京都市左京区 建設業 堀内板金工業所
京都市左京区 建設業 株式会社　吟優舎
京都市左京区 建設業 LIXILリフォームショップ宮野商事
京都市左京区 建設業 設計・監理　摯建築事務所
京都市左京区 建設業 和興工業
京都市左京区 建設業 株式会社　山正　本社
京都市左京区 製造業 ゑびす屋加兵衛
京都市左京区 製造業 みつる工芸
京都市左京区 製造業 Srray craft
京都市左京区 製造業 佳耀工房
京都市左京区 製造業 株式会社　日の出テント
京都市左京区 製造業 （有）長瀬　京つけもの長瀬
京都市左京区 製造業 本家西尾八ッ橋 本店
京都市左京区 製造業 (有)炭谷
京都市左京区 製造業 茶野製本所
京都市左京区 製造業 西初
京都市左京区 製造業 ふさひも工房　なかお宗
京都市左京区 製造業 合同会社いちろく　京都事務所
京都市左京区 製造業 （株）今井建築設計事務所
京都市左京区 製造業 仙若堂
京都市左京区 製造業 有限会社鞍馬かどや 工場
京都市左京区 製造業 株式会社コモン
京都市左京区 運輸業 M'sTAXI
京都市左京区 卸売業 株式会社　鳥扇
京都市左京区 卸売業 株式会社ベストシステム
京都市左京区 卸売業 有限会社トコナッツ
京都市左京区 卸売業 モンク
京都市左京区 卸売業 株式会社 増富　本社
京都市左京区 卸売業 バルーン＆ギフトショップ　キャピタル
京都市左京区 卸売業 バルーン&ギフトショップ　キャピタル
京都市左京区 小売業 ㈲　マツヤマ（宝石･時計･松山洛北阪急ｽｸｴｱ店）
京都市左京区 小売業 RicaRico
京都市左京区 小売業 いわくらぐらのら
京都市左京区 小売業 大垣書店　高野店
京都市左京区 小売業 手描き友禅　碧
京都市左京区 小売業 ゑびす屋加兵衛神社前店
京都市左京区 小売業 有限会社　谷口製麺所
京都市左京区 小売業 ㈱ウィズ　メガネの松山　高野店
京都市左京区 小売業 聖護院八ツ橋
京都市左京区 小売業 聖護院八ツ橋　熊野店
京都市左京区 小売業 聖護院八ツ橋　本店
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京都市左京区 小売業 きゅうべえスポーツ
京都市左京区 小売業 自転車のきゅうべえ下鴨店
京都市左京区 小売業 自転車のきゅうべえ修学院店
京都市左京区 小売業 株式会社エーコープ京都中央
京都市左京区 小売業 株式会社土井志ば漬本舗
京都市左京区 小売業 有限会社渡辺木の芽煮本舗
京都市左京区 小売業 DOUBLE O GlassesGEAR
京都市左京区 小売業 ダイソー洛北阪急スクエア店
京都市左京区 小売業 アミタ株式会社
京都市左京区 小売業 エディオン　洛北阪急スクエア店
京都市左京区 小売業 京都嵯峨レモネードとわらびもち
京都市左京区 小売業 京つけもの大安　時代祭館店
京都市左京区 小売業 京つけもの大安　本店
京都市左京区 小売業 杉養蜂園　京都銀閣寺店
京都市左京区 小売業 有限会社フルアップ
京都市左京区 小売業 浅尾酒店
京都市左京区 小売業 石川テレビ電業
京都市左京区 小売業 岡養生堂薬局
京都市左京区 小売業 グレートコーヒー
京都市左京区 小売業 清水光芸社
京都市左京区 小売業 菅野タバコ店
京都市左京区 小売業 西田呉服店
京都市左京区 小売業 ニシダや
京都市左京区 小売業 マルミツ洋品店
京都市左京区 小売業 水野電気店
京都市左京区 小売業 レザーアートいまがわ
京都市左京区 小売業 株式会社 竹村玉翠園
京都市左京区 小売業 株式会社ハトヤ瑞鳳閣 バイカル事業部（洋菓子のバイカル）
京都市左京区 小売業 株式会社　くらま辻井
京都市左京区 小売業 銀閣寺　大西　岩倉中央店
京都市左京区 小売業 銀閣寺　大西　本店
京都市左京区 小売業 グレースたなか下鴨店
京都市左京区 小売業 グレースたなか本店
京都市左京区 小売業 忠兵衛
京都市左京区 小売業 ㈲フルアップ
京都市左京区 小売業 株式会社なかじま
京都市左京区 小売業 コープいわくら
京都市左京区 小売業 コープ下鴨
京都市左京区 小売業 西浅　洛北店
京都市左京区 小売業 Cerchio
京都市左京区 小売業 Ｒｉｋｉ
京都市左京区 小売業 有限会社お米工房　高野
京都市左京区 小売業 スギ薬局　下鴨店
京都市左京区 小売業 スギ薬局　北山店
京都市左京区 小売業 田中人形㈱ 本店
京都市左京区 小売業 東山三条 田中人形 本店
京都市左京区 小売業 THREEPPY 阪急洛北阪急スクエア店
京都市左京区 小売業 里の駅大原
京都市左京区 小売業 貴船コスメティックス＆ギャラリー
京都市左京区 小売業 瀬野モーター商会
京都市左京区 小売業 竹内自転車商会
京都市左京区 小売業 丸山商会
京都市左京区 小売業 CheerUp!
京都市左京区 小売業 株式会社　ミヤタ物産
京都市左京区 小売業 名代牛　石橋屋
京都市左京区 小売業 団兵衛五十川商店
京都市左京区 小売業 イノブン　北山店
京都市左京区 小売業 （株）Drive・Door
京都市左京区 小売業 本家西尾八ッ橋 銀閣寺店
京都市左京区 小売業 本家西尾八ッ橋 熊野店
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京都市左京区 小売業 ぎんちゃ堂
京都市左京区 小売業 べエアメール京都別邸　銀閣寺店
京都市左京区 小売業 アトリエ亀田「バ・ルール二条店」
京都市左京区 小売業 清水自転車　高野店
京都市左京区 小売業 芦田楽器店
京都市左京区 小売業 アートキューブ株式会社　CAFE CUBE
京都市左京区 小売業 サーティワンアイスクリーム洛北阪急スクエア店
京都市左京区 小売業 本と文具クマダ
京都市左京区 小売業 京都自動車静市ヤード
京都市左京区 小売業 京都自動車事務所
京都市左京区 小売業 京都自動車本店
京都市左京区 小売業 Harvest homeＨＯＬＹＬＡＮＤ（飛鳥井ワークセンター）
京都市左京区 小売業 茶山sweets Halle（ワークセンターHalle!）
京都市左京区 小売業 エディオン　宝ヶ池店
京都市左京区 小売業 京のお肉処弘　洛北阪急スクエア店
京都市左京区 小売業 大原工房
京都市左京区 小売業 法然院森のセンター
京都市左京区 小売業 アトリエマビト
京都市左京区 小売業 セブンイレブン京都田中上古川町
京都市左京区 小売業 セブンイレブン一乗寺北大丸町
京都市左京区 小売業 (有)かぎ隆三
京都市左京区 小売業 オブジェ
京都市左京区 小売業 増尾文尚堂
京都市左京区 小売業 おしゃれの店　くどう
京都市左京区 小売業 オプティックアートオギ東山二条店
京都市左京区 小売業 正春武道具株式会社
京都市左京区 小売業 生鮮館なかむら　一乗寺店
京都市左京区 小売業 生鮮館なかむら　下鴨店
京都市左京区 小売業 生鮮館なかむら　白川店
京都市左京区 小売業 生鮮館なかむら　里の前店
京都市左京区 小売業 Nitro
京都市左京区 小売業 マリーフランス北山店
京都市左京区 小売業 辻徳
京都市左京区 小売業 和gan
京都市左京区 小売業 里の駅大原　旬菜市場
京都市左京区 小売業 華ぜる　-ｇａｚｅｌｌ-
京都市左京区 小売業 ワインスポットナカムラヤ
京都市左京区 小売業 アートギャラリー博宝堂
京都市左京区 小売業 銀閣寺大西　下鴨店 
京都市左京区 小売業 京都シルク株式会社
京都市左京区 小売業 宮野食品株式会社
京都市左京区 小売業 株式会社宮野商事
京都市左京区 小売業 水戸電機3号店
京都市左京区 小売業 迦楼羅　KARULA 
京都市左京区 小売業 スマイリングにし左京店
京都市左京区 小売業 株式会社　ワインスポットナカムラヤ
京都市左京区 小売業 ＡＬＭＡＣＥＮ　ＧＲＡＮＰＩＥ
京都市左京区 小売業 DJANGO TRANSFUSION
京都市左京区 不動産・賃貸業 株式会社トリアスハウジング
京都市左京区 不動産・賃貸業 株式会社ハウスネットワーク　左京店
京都市左京区 不動産・賃貸業 株式会社ハウスネットワーク国際営業部
京都市左京区 不動産・賃貸業 ㈱神戸染工処
京都市左京区 不動産・賃貸業 株式会社　ＪＲＥＣ
京都市左京区 不動産・賃貸業 有限会社　篠ハウジング
京都市左京区 不動産・賃貸業 洛北阪急スクエア
京都市左京区 不動産・賃貸業 株式会社フラットエージェンシー　左京店
京都市左京区 不動産・賃貸業 株式会社フラットエージェンシー　下鴨ひろば
京都市左京区 不動産・賃貸業 ルームバンク
京都市左京区 不動産・賃貸業 株式会社LarkEstate
京都市左京区 不動産・賃貸業 株式会社　ナオ
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京都市左京区 不動産・賃貸業 株式会社未来不動産工房
京都市左京区 宿泊業 Villa 法然院西
京都市左京区 宿泊業 ㈱芹生　大原温泉湯元旬味草菜お宿 芹生
京都市左京区 宿泊業 グランドプリンスホテル京都　フロント
京都市左京区 宿泊業 SANZEN-YA KYOTO
京都市左京区 宿泊業 ホテルマネージメントインターナショナル株式会社・ホテル平安の森京都

京都市左京区 宿泊業 リゾートトラスト株式会社　エクシブ京都八瀬離宮
京都市左京区 宿泊業 株式会社　ますや旅館
京都市左京区 宿泊業 株式会社 聖護院御殿荘
京都市左京区 宿泊業 株式会社ルークス
京都市左京区 宿泊業 株式会社貴船べにや
京都市左京区 宿泊業 株式会社菊水
京都市左京区 宿泊業 株式会社石長
京都市左京区 宿泊業 株式会社八千代
京都市左京区 宿泊業 株式会社平八茶屋
京都市左京区 宿泊業 公益財団法人 京都市森林文化協会
京都市左京区 宿泊業 西陣之郷
京都市左京区 宿泊業 南禅寺八千代
京都市左京区 宿泊業 有限会社　旅館　さわや本店
京都市左京区 宿泊業 関西セミナーハウス＜修学院きらら山荘＞
京都市左京区 宿泊業 株式会社NINI
京都市左京区 宿泊業 ㈱貴船べにや
京都市左京区 宿泊業 日本私立学校振興・共済事業団　京都宿泊所　白河院
京都市左京区 宿泊業 旅館丸家
京都市左京区 宿泊業 ペンション北白川
京都市左京区 宿泊業 元東伏見宮家別邸　料理旅館　吉田山荘
京都市左京区 宿泊業 ホテル丸福京都東山
京都市左京区 宿泊業 有限会社マグ広告ドットコム
京都市左京区 宿泊業 一般社団法人芝蘭会　芝蘭会館別館（国際交流会館）
京都市左京区 宿泊業 ㈱兵衛
京都市左京区 宿泊業 古都平安の宿奏
京都市左京区 宿泊業 京都橘屋　岡崎西邸
京都市左京区 宿泊業 雲・小徳
京都市左京区 宿泊業 古都の別荘京町屋銀閣
京都市左京区 宿泊業 古都の別荘京町屋銀閣別館
京都市左京区 宿泊業 gorey cafe
京都市左京区 宿泊業 GURUGURU KABAB
京都市左京区 宿泊業 COFFEE HOUSE 拾得
京都市左京区 宿泊業 有限会社トラベル応援社
京都市左京区 宿泊業 北白川天然ラジウム温泉　えいせん京
京都市左京区 宿泊業 奥貴船　兵衛
京都市左京区 宿泊業 おもてなし京都
京都市左京区 宿泊業 京の里
京都市左京区 宿泊業 美山荘
京都市左京区 宿泊業 京・貴船ひろや
京都市左京区 宿泊業 八瀬かまぶろ温泉
京都市左京区 宿泊業 源鳳院
京都市左京区 飲食業 串八　百万遍店
京都市左京区 飲食業 まる飛
京都市左京区 飲食業 洛北　松乃鰻寮
京都市左京区 飲食業 岡北
京都市左京区 飲食業 株式会社双圓堂岡ざき邸
京都市左京区 飲食業 株式会社治元錦わらい宝ヶ池店
京都市左京区 飲食業 塩見屋とんとん
京都市左京区 飲食業 たりーずコーヒー京都大学病院店
京都市左京区 飲食業 南国サンサン食堂
京都市左京区 飲食業 ハートフルダイニング京大病院店
京都市左京区 飲食業 ハートフルベーカリー京大病院店
京都市左京区 飲食業 平安神宮会館
京都市左京区 飲食業 ゆたか寿司
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京都市左京区 飲食業 楽園酒屋アンナチュラル
京都市左京区 飲食業 ㈱芹生　芹生茶屋
京都市左京区 飲食業 (株) boogaloo café　百万遍店
京都市左京区 飲食業 Ma　Cantine
京都市左京区 飲食業 かに道楽京都北白川店
京都市左京区 飲食業 ジャンボカラオケ広場　洛北店
京都市左京区 飲食業 ステーキ食堂正義洛北阪急スクエア店
京都市左京区 飲食業 ナイトアンドデー
京都市左京区 飲食業 ブラウン
京都市左京区 飲食業 もつもん
京都市左京区 飲食業 雍州路
京都市左京区 飲食業 楽味明青
京都市左京区 飲食業 開晴亭北山本店
京都市左京区 飲食業 café Rhymin
京都市左京区 飲食業 あやはな
京都市左京区 飲食業 串揚げ串焼き棒野
京都市左京区 飲食業 グランドプリンスホテル京都　中国料理　桃園
京都市左京区 飲食業 グランドプリンスホテル京都　日本料理　宝ヶ池
京都市左京区 飲食業 グランドプリンスホテル京都　メインダイニングいと桜
京都市左京区 飲食業 グランドプリンスホテル京都　ロビーラウンジ　水の音
京都市左京区 飲食業 そば処越後
京都市左京区 飲食業 和食さと　京都桂店
京都市左京区 飲食業 MFS room
京都市左京区 飲食業 The old curiosity株式会社
京都市左京区 飲食業 お食事処 かつら
京都市左京区 飲食業 お食事処 とくら
京都市左京区 飲食業 カフェ ライミン
京都市左京区 飲食業 小皿中国料理　よかっと
京都市左京区 飲食業 仁王門うね乃
京都市左京区 飲食業 岡崎 つる家
京都市左京区 飲食業 株式会社 貴船 きらく
京都市左京区 飲食業 株式会社 瓢亭
京都市左京区 飲食業 株式会社 福助
京都市左京区 飲食業 株式会社 六盛
京都市左京区 飲食業 株式会社山秀
京都市左京区 飲食業 喰菜 やましょう
京都市左京区 飲食業 幸株式会社
京都市左京区 飲食業 三代目カレー舍、NANDI。
京都市左京区 飲食業 照月
京都市左京区 飲食業 進々堂京大北門前
京都市左京区 飲食業 鳥居茶屋
京都市左京区 飲食業 南欧食堂 うしまけた
京都市左京区 飲食業 唯食 いかわ
京都市左京区 飲食業 有限会社 貴船荘
京都市左京区 飲食業 有限会社あんじ
京都市左京区 飲食業 有限会社一善や
京都市左京区 飲食業 有限会社京美茶屋
京都市左京区 飲食業 萬じや
京都市左京区 飲食業 (株)きたやま南山　焼肉南山本店
京都市左京区 飲食業 (株)きたやま南山　ギューテロワール
京都市左京区 飲食業 (株)きたやま南山　焼肉南山はなれ
京都市左京区 飲食業 .CONVIVIAL   ポワンコンヴィヴィアル
京都市左京区 飲食業 NIWA café
京都市左京区 飲食業 アースカフェ一乗寺店
京都市左京区 飲食業 アルペン珈琲店
京都市左京区 飲食業 ちくりん
京都市左京区 飲食業 ボタン
京都市左京区 飲食業 麺や向日葵
京都市左京区 飲食業 （有）ａ.Ｆ　Café　air
京都市左京区 飲食業 （有）ａ.Ｆ　菜食屋
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京都市左京区 飲食業 沖縄おきがる酒場いちゃりば
京都市左京区 飲食業 海活楽宴　きゅんとや
京都市左京区 飲食業 居酒屋　寫楽
京都市左京区 飲食業 天ぷら圓堂　岡崎邸
京都市左京区 飲食業 天天有
京都市左京区 飲食業 百万遍パバール
京都市左京区 飲食業 ㈲エヴァンタイユ
京都市左京区 飲食業 餃子の王将 百万遍店
京都市左京区 飲食業 餃子の王将 宝ヶ池店
京都市左京区 飲食業 餃子の王将 北白川店
京都市左京区 飲食業 NangokuCafe
京都市左京区 飲食業 おそうざいときっさだんだん
京都市左京区 飲食業 木村範子　京都下がも旨味ひとつ
京都市左京区 飲食業 木村範子　京都下鴨ダイニングぼてちん
京都市左京区 飲食業 京都稲井
京都市左京区 飲食業 慈永
京都市左京区 飲食業 ダイニングカフェ シュクル
京都市左京区 飲食業 日本料理　北山そわか
京都市左京区 飲食業 ピザ・リトルパーティー東山二条店
京都市左京区 飲食業 フランス料理　ルレ・ヴェルダン
京都市左京区 飲食業 フロマージェリー アルモニー
京都市左京区 飲食業 もだん焼フジ
京都市左京区 飲食業 一休亭
京都市左京区 飲食業 株式会社タビノネ
京都市左京区 飲食業 京都炭火焼鳥　アホウどり　一乗寺店
京都市左京区 飲食業 京都炭火焼鳥　アホウどり　聖護院店
京都市左京区 飲食業 西洋割烹たかはし
京都市左京区 飲食業 御米司ふみや
京都市左京区 飲食業 華祥
京都市左京区 飲食業 クレープメゾン モック
京都市左京区 飲食業 順菜
京都市左京区 飲食業 成駒寿司
京都市左京区 飲食業 ベーカリータカラダ
京都市左京区 飲食業 ユニティスクエアKUMI
京都市左京区 飲食業 株式会社下鴨茶寮
京都市左京区 飲食業 茶ろん 瑞庵
京都市左京区 飲食業 京都ホテル事業株式会社
京都市左京区 飲食業 VIA Juice&Deli Cafe
京都市左京区 飲食業 山源
京都市左京区 飲食業 ガスト京都宝ヶ池
京都市左京区 飲食業 グリルにんじん株式会社
京都市左京区 飲食業 トライアングル　ハウス
京都市左京区 飲食業 囲炉裏
京都市左京区 飲食業 株式会社国立京都国際会館食堂
京都市左京区 飲食業 自家焙煎珈琲店 バンビ
京都市左京区 飲食業 松葉亭
京都市左京区 飲食業 たこ焼　こいのぼり　岡崎店
京都市左京区 飲食業 たこ焼　こいのぼり　熊野店
京都市左京区 飲食業 れぶんcafe
京都市左京区 飲食業 有限会社ラクス
京都市左京区 飲食業 お食事こにし
京都市左京区 飲食業 喫茶華林唐
京都市左京区 飲食業 すし芳
京都市左京区 飲食業 （有）四季　祇園京めん
京都市左京区 飲食業 銀福
京都市左京区 飲食業 有限会社　さわだ
京都市左京区 飲食業 有限会社シモノ印刷
京都市左京区 飲食業 志満家
京都市左京区 飲食業 株式会社 ジャックコーポレーション（菓子工房 & Café まめの木）
京都市左京区 飲食業 アンカー
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京都市左京区 飲食業 はふう　聖護院
京都市左京区 飲食業 Caféと雑貨　楽
京都市左京区 飲食業 カラオケいたわり
京都市左京区 飲食業 喫茶はく
京都市左京区 飲食業 みやもと料理店
京都市左京区 飲食業 VIETNAMFRENCH XUAN -スアン-
京都市左京区 飲食業 豆乳ラーメン専門店｢豆禅」
京都市左京区 飲食業 楽膳柿沼
京都市左京区 飲食業 料理処　はな
京都市左京区 飲食業 BE-BLESS
京都市左京区 飲食業 カフェ　真古館
京都市左京区 飲食業 聖宙庵
京都市左京区 飲食業 イタリア割烹タヴォラ
京都市左京区 飲食業 和洋創作料理　ほっこり
京都市左京区 飲食業 かく谷老舗
京都市左京区 飲食業 有限会社下鴨いち満
京都市左京区 飲食業 うどんや ぼの
京都市左京区 飲食業 カラオケ穐
京都市左京区 飲食業 スピークイージー
京都市左京区 飲食業 にぎり長次郎　宝ヶ池店
京都市左京区 飲食業 廻転寿司CHOJIRO　洛北阪急スクエア店
京都市左京区 飲食業 goya
京都市左京区 飲食業 お好み焼き　鉄板焼き　なかなか　一乗寺店
京都市左京区 飲食業 渡辺観光㈱　茶又
京都市左京区 飲食業 和旬彩美翔
京都市左京区 飲食業 花むらさき
京都市左京区 飲食業 料理旅館　ひろ文
京都市左京区 飲食業 Akoshan 
京都市左京区 飲食業 貴船倶楽部
京都市左京区 飲食業 京都　貴船　右源太
京都市左京区 飲食業 お狩場
京都市左京区 飲食業 petalingjaya
京都市左京区 飲食業 あったかご飯処信のじ
京都市左京区 飲食業 京料理　熊魚菴　たん熊北店　京都南禅寺本店
京都市左京区 飲食業 はせ燦
京都市左京区 飲食業 ペタリン　ジャヤ
京都市左京区 飲食業 茶処 快庵
京都市左京区 飲食業 博多っ子
京都市左京区 飲食業 cafe dining mArk 
京都市左京区 飲食業 cafe so what?、
京都市左京区 飲食業 京懐石　吉泉
京都市左京区 飲食業 guesthouse百万遍cross
京都市左京区 飲食業 ぎをん　為次郎　神宮店
京都市左京区 飲食業 西尾八つ橋の里
京都市左京区 飲食業 百万遍PUBBAR
京都市左京区 飲食業 居酒屋　樽八
京都市左京区 飲食業 宗教法人　宝泉院
京都市左京区 飲食業 泉屋博古館
京都市左京区 飲食業 Café　MULLER
京都市左京区 飲食業 あらじん
京都市左京区 飲食業 レストランしらん
京都市左京区 飲食業 旬菜食健　ひな野　京都市動物園店
京都市左京区 飲食業 北山渋谷
京都市左京区 飲食業 有限会社ごっつ庵
京都市左京区 飲食業 媽媽菜館六花 外大前店
京都市左京区 飲食業 こう庵
京都市左京区 飲食業 ポポラマーマ　洛北店
京都市左京区 飲食業 楽食ざっぷ
京都市左京区 飲食業 公益財団法人京都伝統産業交流センター
京都市左京区 飲食業 中国四川料理駱駝
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京都市左京区 飲食業 辻しば漬本舗
京都市左京区 飲食業 八起庵　丸太町本店
京都市左京区 飲食業 musi-vege+cafe    洛北阪急スクエア店
京都市左京区 飲食業 炭火串焼とりと
京都市左京区 飲食業 凜屋　百万遍店
京都市左京区 飲食業 うどん　山元麺蔵
京都市左京区 飲食業 吉田大忠
京都市左京区 飲食業 炭火焼肉　いち鈴　本店
京都市左京区 飲食業 牛串 石網焼　朋月
京都市左京区 飲食業 名代とんかつ　かつくら銀閣寺店
京都市左京区 飲食業 麺屋　聖
京都市左京区 飲食業 kashiya
京都市左京区 飲食業 アンダンテ
京都市左京区 飲食業 ぐりる金星
京都市左京区 飲食業 Le Grand Cafe
京都市左京区 飲食業 えいじ　
京都市左京区 飲食業 cafeベアー
京都市左京区 飲食業 蕎麦処甚兵衛
京都市左京区 飲食業 洋食 のらくろ
京都市左京区 飲食業 王府
京都市左京区 飲食業 SenzaX
京都市左京区 飲食業 うどんあおい
京都市左京区 飲食業 一般社団法人 水車の竹中保存会/ 時忘舎
京都市左京区 飲食業 おばんざい食堂　ひとつのおさら
京都市左京区 飲食業 ふらんす料理　FRUITS DE MER
京都市左京区 飲食業 ローディズカフェ
京都市左京区 飲食業 一般社団法人　芝蘭会　芝蘭会館別館（国際交流会館）
京都市左京区 飲食業 株式会社　美濃吉
京都市左京区 飲食業 居酒屋 くれしま 百万遍本店
京都市左京区 飲食業 銀閣寺   貝
京都市左京区 飲食業 本家西尾八ッ橋 神宮店
京都市左京区 飲食業 来来亭　一乗寺店
京都市左京区 飲食業 開運ラーメンヨロコビ大社
京都市左京区 飲食業 カレーハウスCoCo壱番屋 下鴨北大路店
京都市左京区 飲食業 笑福
京都市左京区 飲食業 炭火焼ぜん
京都市左京区 飲食業 炭火焼ぜん・笑福
京都市左京区 飲食業 無法松
京都市左京区 飲食業 鮓石松
京都市左京区 飲食業 Cafe&Bistro 優和
京都市左京区 飲食業 カレーハウスCoCo壱番屋　左京区百万遍店
京都市左京区 飲食業 sheeps
京都市左京区 飲食業 権太呂　岡崎店
京都市左京区 飲食業 CHOJIRO洛北阪急スクエア店
京都市左京区 飲食業 Flower Green Days
京都市左京区 飲食業 株式会社　へん古
京都市左京区 飲食業 きんとぎん
京都市左京区 飲食業 そ/s/KAWAHIGASHI
京都市左京区 飲食業 ともえ
京都市左京区 飲食業 越後秘蔵麺 無尽蔵 洛北阪急スクエア店
京都市左京区 飲食業 京料理　味ま野
京都市左京区 飲食業 焼肉こまち
京都市左京区 飲食業 星乃珈琲店洛北阪急スクエア店
京都市左京区 飲食業 相生食堂
京都市左京区 飲食業 白龍園　河鹿荘
京都市左京区 飲食業 FRIGO
京都市左京区 飲食業 あおいろ珈琲
京都市左京区 飲食業 カレーハウスCoCo壱番屋　左京区一乗寺店
京都市左京区 飲食業 一乗寺中谷
京都市左京区 飲食業 日進理髪店
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京都市左京区 飲食業 DRIP&DROP COFFEE SUPPLY 銀閣寺店
京都市左京区 飲食業 Tatsuki
京都市左京区 飲食業 カフェド505
京都市左京区 飲食業 サクラ伊食堂
京都市左京区 飲食業 ニュー天楽
京都市左京区 飲食業 らぁ麺今出川
京都市左京区 飲食業 下鴨デリ
京都市左京区 飲食業 焼肉　おみいち
京都市左京区 飲食業 焼肉 北山 下鴨店 
京都市左京区 飲食業 総本家　媽媽菜館六花
京都市左京区 飲食業 大力餅
京都市左京区 飲食業 中華そば　高安
京都市左京区 飲食業 ENFUSE
京都市左京区 飲食業 Tamburino
京都市左京区 飲食業 Torico
京都市左京区 飲食業 きさら堂
京都市左京区 飲食業 ミスタードーナツ洛北阪急スクエア
京都市左京区 飲食業 河道屋養老
京都市左京区 飲食業 OSTERIA  OGINO
京都市左京区 飲食業 Spain bar Sidra
京都市左京区 飲食業 ラーメン魁力屋　本店
京都市左京区 飲食業 韓国料理bibim'　洛北阪急スクエア店
京都市左京区 飲食業 季節割烹　浦
京都市左京区 飲食業 焼肉屋さかい　京都一乗寺店
京都市左京区 飲食業 名代おめん銀閣寺店
京都市左京区 飲食業 京生麩のお店　愛麩
京都市左京区 飲食業 jazz cafe ZAC BARAN old new
京都市左京区 飲食業 SECONDHOUSEケーキワークス銀閣寺店
京都市左京区 飲食業 むしやしない
京都市左京区 飲食業 レストラン　シェカワセ
京都市左京区 飲食業 一乗寺ブギー（市川工業株式会社）
京都市左京区 飲食業 茶房 小径
京都市左京区 飲食業 呂川茶屋
京都市左京区 飲食業 Indigo
京都市左京区 飲食業 まんぼう食堂
京都市左京区 飲食業 （有）天寅
京都市左京区 飲食業 わっぱ堂
京都市左京区 飲食業 下鴨芹生
京都市左京区 飲食業 株式会社　志野
京都市左京区 飲食業 御食事処乃　福松
京都市左京区 飲食業 中善
京都市左京区 飲食業 お好み焼き・鉄板焼　味鉄
京都市左京区 飲食業 ひばなや
京都市左京区 飲食業 ベーグル＆ベーグルシティ洛北阪急スクエア店
京都市左京区 飲食業 麺達
京都市左京区 飲食業 こあの助
京都市左京区 飲食業 ここ家
京都市左京区 飲食業 ロッテリア　京都出町柳店
京都市左京区 飲食業 株式会社　大原の里
京都市左京区 飲食業 riverside cafe' GREEN TERRACE
京都市左京区 飲食業 貴船ふじや
京都市左京区 飲食業 羅生門はんにゃ
京都市左京区 飲食業 野菜とお肉のBistro Encore
京都市左京区 飲食業 八剣伝高野店
京都市左京区 飲食業 くら満荘
京都市左京区 飲食業 ドンク　北白川店
京都市左京区 飲食業 天下一品銀閣寺店
京都市左京区 飲食業 囀
京都市左京区 飲食業 share kitchen +shop Trinity
京都市左京区 飲食業 ヒコマル商店
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京都市左京区 飲食業 スペイン料理ティオペペ
京都市左京区 飲食業 将月　一乗寺店
京都市左京区 飲食業 アペリラ
京都市左京区 飲食業 おむらはうす出町柳店
京都市左京区 飲食業 おむら家百万遍店
京都市左京区 飲食業 タリーズコーヒー京都大学時計台店
京都市左京区 飲食業 焼肉やる気　高野店
京都市左京区 飲食業 中華そば　たく味
京都市左京区 飲食業 ベーグル&ベーグルシティ
京都市左京区 飲食業 雲吞ショップ70 ～ナナマル～
京都市左京区 飲食業 食堂クウカイ
京都市左京区 飲食業 ピカタ
京都市左京区 飲食業 レインボーハット洛北店
京都市左京区 飲食業 会員制ラーメン店 天歩
京都市左京区 飲食業 ヴェルディ京都芸術大学店
京都市左京区 飲食業 たこ祭り
京都市左京区 飲食業 自家焙煎珈琲カフェ・ヴェルディ
京都市左京区 飲食業 いちとく
京都市左京区 飲食業 丸亀製麺洛北阪急スクエア店
京都市左京区 飲食業 borudori
京都市左京区 飲食業 鉄板居酒屋だい
京都市左京区 飲食業 zushi curry & ぱん屋LeuCocoRyne
京都市左京区 飲食業 じゅんじゅん
京都市左京区 飲食業 鉄鍋ぎょうざとお酒のお店　杏っ子
京都市左京区 飲食業 なか卯　一乗寺店
京都市左京区 飲食業 なか卯　北大路高野店
京都市左京区 飲食業 八よし
京都市左京区 飲食業 中華そば みみお
京都市左京区 飲食業 カフェテリア　ＫＡＦＵＫＡ（花風香）
京都市左京区 飲食業 ba hütte.（バヒュッテ）
京都市左京区 飲食業 Pizzeria da Ciro 
京都市左京区 飲食業 うどん　わだ
京都市左京区 飲食業 ひらがな館
京都市左京区 飲食業 古都香
京都市左京区 飲食業 山道具とごはん 麓
京都市左京区 飲食業 青おにぎり
京都市左京区 飲食業 @膳洛
京都市左京区 飲食業 KITAYAMA MONOLITH
京都市左京区 飲食業 こばこ商店
京都市左京区 飲食業 鯖街道花折
京都市左京区 飲食業 お好み焼き やまぢゅう
京都市左京区 飲食業 Jasmine 1	
京都市左京区 飲食業 KULM
京都市左京区 飲食業 やまぢゅう 
京都市左京区 飲食業 Café　baligasi
京都市左京区 飲食業 イル　リストランテ
京都市左京区 飲食業 bar 穂波
京都市左京区 飲食業 松屋　百万遍店
京都市左京区 飲食業 カレー専門店　大文字
京都市左京区 飲食業 倖元
京都市左京区 飲食業 食堂マルシン
京都市左京区 飲食業 うどんそば処みやび
京都市左京区 飲食業 御食事処 白川大銀
京都市左京区 飲食業 河鹿
京都市左京区 飲食業 味美庵
京都市左京区 飲食業 藤芳
京都市左京区 飲食業 ボールアンドチェイン百万遍店
京都市左京区 飲食業 酒肴座
京都市左京区 飲食業 すてーき丼屋
京都市左京区 飲食業 一乗寺unicafe
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京都市左京区 飲食業 BAR 探偵
京都市左京区 飲食業 日本料理　藤井
京都市左京区 飲食業 創作居酒屋ザザンザ
京都市左京区 飲食業 和洋料理 河玄
京都市左京区 飲食業 ㈱ホンキートンク
京都市左京区 飲食業 さとのや
京都市左京区 飲食業 MAAYA(マーヤ)
京都市左京区 飲食業 天下一品 本店
京都市左京区 飲食業 お好み焼き　千都盛
京都市左京区 飲食業 上等カレー京都百万遍店
京都市左京区 飲食業 屯風
京都市左京区 飲食業 寝台船
京都市左京区 飲食業 いとう家
京都市左京区 飲食業 日出鮓
京都市左京区 飲食業 キッチンごりら
京都市左京区 飲食業 旬Barせん
京都市左京区 飲食業 Veryberrycafe
京都市左京区 飲食業 まんぼう
京都市左京区 飲食業 standing yashin
京都市左京区 飲食業 らーめん大蔵
京都市左京区 飲食業 雲心月性
京都市左京区 飲食業 アズスタイル
京都市左京区 飲食業 あじひろ　北店
京都市左京区 飲食業 つるかめ一乗寺
京都市左京区 飲食業 SHOT　BAR　CALL10
京都市左京区 飲食業 大登龍高原店
京都市左京区 飲食業 焼肉の花山
京都市左京区 飲食業 VIA TRANSITO
京都市左京区 飲食業 とろとろ
京都市左京区 飲食業 まつがさき商店　離れ
京都市左京区 飲食業 ムギマル４kyoto
京都市左京区 飲食業 ラーメン　あかつき
京都市左京区 飲食業 株式会社貴船仲よし
京都市左京区 飲食業 熟成麺屋　神来　一乗寺店
京都市左京区 飲食業 大衆酒場つばめホール
京都市左京区 飲食業 炭火やきとり　まる
京都市左京区 飲食業 美乃ぶ
京都市左京区 飲食業 和音
京都市左京区 飲食業 タイキッチン　クルーン
京都市左京区 飲食業 ＠膳洛
京都市左京区 飲食業 CAFE&BAR OBBLi
京都市左京区 飲食業 CLUB METRO
京都市左京区 飲食業 FULL HOUSE
京都市左京区 飲食業 Jupiter
京都市左京区 飲食業 members晃
京都市左京区 飲食業 Ｓａｋｕ　Ｌｏｖｅ
京都市左京区 飲食業 お好み・鉄板焼き　やまや
京都市左京区 飲食業 キッチンバーさくら
京都市左京区 飲食業 サボテン
京都市左京区 飲食業 ジェルメ
京都市左京区 飲食業 ショットバー　モリー
京都市左京区 飲食業 スナック　ミリオン
京都市左京区 飲食業 第一旭　熊野店
京都市左京区 飲食業 たこ焼き　みはし屋
京都市左京区 飲食業 でまち屋
京都市左京区 飲食業 のら酒房
京都市左京区 飲食業 パブ＆サパー早苗
京都市左京区 飲食業 幸苑
京都市左京区 飲食業 プリモピアーノ
京都市左京区 飲食業 まんが定食げんざえもん
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京都市左京区 飲食業 焼肉エルドール
京都市左京区 飲食業 より友
京都市左京区 飲食業 和　Dining　みよじ
京都市左京区 飲食業 牛　こうの
京都市左京区 飲食業 絹布
京都市左京区 飲食業 神楽鶏
京都市左京区 飲食業 和ダイニングみよじ
京都市左京区 飲食業 Bar D'
京都市左京区 飲食業 Cafe&Bar KARIN
京都市左京区 飲食業 PUB CAN
京都市左京区 飲食業 Sakura sari 
京都市左京区 飲食業 SORA×INU
京都市左京区 飲食業 いっちゃんラーメン
京都市左京区 飲食業 インキョカフェ
京都市左京区 飲食業 おこのみ　おりえちゃん
京都市左京区 飲食業 お好み焼き　月と猫
京都市左京区 飲食業 カフェ　ザンパノ
京都市左京区 飲食業 カンティーヌロゼット
京都市左京区 飲食業 スタンドTomi
京都市左京区 飲食業 橙
京都市左京区 飲食業 たるひの月
京都市左京区 飲食業 ねじ式
京都市左京区 飲食業 一乗寺つづみ
京都市左京区 飲食業 飲食店　ここ
京都市左京区 飲食業 エル・ラティーノ
京都市左京区 飲食業 隠れ家　琢磨
京都市左京区 飲食業 喫茶店ウッドノート
京都市左京区 飲食業 牛おおた
京都市左京区 飲食業 京のおうちごはん　わらべうた
京都市左京区 飲食業 十両
京都市左京区 飲食業 Y2 Night Space
京都市左京区 飲食業 梅下
京都市左京区 飲食業 語り×BAR Katharsis
京都市左京区 飲食業 カフェアンドバーチャチャ
京都市左京区 飲食業 カレー専門店　ビィヤント
京都市左京区 飲食業 キッチンハリーナ
京都市左京区 飲食業 木原
京都市左京区 飲食業 酒菜家　樂
京都市左京区 飲食業 しもがも担々麺
京都市左京区 飲食業 スナック暁
京都市左京区 飲食業 メントメシ　ザコヤ百万遍本店
京都市左京区 飲食業 ラウンジ　まゆみ
京都市左京区 飲食業 ラウンジドゥ ポパイ
京都市左京区 飲食業 菊田食堂
京都市左京区 飲食業 旬菜食房、栖玄
京都市左京区 飲食業 ＬＵＡＮＡ
京都市左京区 飲食業 Bar　O'axel
京都市左京区 飲食業 SOMEWHERE
京都市左京区 飲食業 オレンジ.ペコ
京都市左京区 飲食業 お食事処　開明亭
京都市左京区 飲食業 お食事処　高嶋
京都市左京区 飲食業 キッチンくじら
京都市左京区 飲食業 グリル猫町 
京都市左京区 飲食業 ナマステキッチン
京都市左京区 飲食業 バルCibo
京都市左京区 飲食業 めんや龍神
京都市左京区 飲食業 隠れ家ダイニングバーリンクス
京都市左京区 飲食業 焼肉ハウスちどり亭
京都市左京区 飲食業 平安
京都市左京区 飲食業 Bar Towser
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京都市左京区 飲食業 PIZZA MONSTAR ヒダリ
京都市左京区 飲食業 RAJU　百万遍店
京都市左京区 飲食業 アジアンキッチン　サマローン店
京都市左京区 飲食業 カフェ　リーズバー
京都市左京区 飲食業 カフェコレクション
京都市左京区 飲食業 華麗なる酒場136
京都市左京区 飲食業 北山　あい和
京都市左京区 飲食業 白河
京都市左京区 飲食業 づぼら
京都市左京区 飲食業 ろぶた(LOBUTA)
京都市左京区 飲食業 株式会社　ひろや
京都市左京区 飲食業 喫茶・お食事処　ジュゲム
京都市左京区 飲食業 京都市左京区山端川岸町４８ー３　ジュゲム
京都市左京区 飲食業 山を翔る魚
京都市左京区 飲食業 かみむら
京都市左京区 飲食業 下鴨　大登龍
京都市左京区 飲食業 京都市左京区北白川久保田町26
京都市左京区 飲食業 四川料理　方圜美味
京都市左京区 飲食業 焼肉ちゃんだん
京都市左京区 飲食業 お好み焼き　夢屋
京都市左京区 飲食業 アンティシェンエ
京都市左京区 飲食業 歐和雅店
京都市左京区 飲食業 寿司処小次郎
京都市左京区 飲食業 ちょっといっぱいKAYO
京都市左京区 飲食業 修学院濱屋
京都市左京区 飲食業 焼肉屋いちなん
京都市左京区 飲食業 割烹　味久
京都市左京区 飲食業 肉道門
京都市左京区 飲食業 こばち屋MUM
京都市左京区 飲食業 にしき江戸川
京都市左京区 飲食業 モリオカ
京都市左京区 飲食業 四季彩ひさの
京都市左京区 飲食業 定食　パスタ　お酒　モリオカ
京都市左京区 飲食業 酒肴ふるや
京都市左京区 飲食業 麺屋 龍玄
京都市左京区 飲食業 居酒屋梅さん
京都市左京区 飲食業 株式会社HARADA
京都市左京区 飲食業 京料理　和山
京都市左京区 飲食業 オクトーバー
京都市左京区 飲食業 夕日のキラメキ一乗寺
京都市左京区 飲食業 キラメキ　JAPAN
京都市左京区 飲食業 百万遍にぼ次朗
京都市左京区 飲食業 京都　神楽岡　山の手倶楽部
京都市左京区 飲食業 季節料理　門
京都市左京区 飲食業 ザトリニティハウス
京都市左京区 飲食業 レストランヴィトラ
京都市左京区 飲食業 ゲストハウス北山倶楽部
京都市左京区 飲食業 ラ・ピネータ
京都市左京区 飲食業 炭火焼肉いち鈴
京都市左京区 飲食業 すし甚
京都市左京区 飲食業 手打そば　みな川
京都市左京区 飲食業 麦丸京都
京都市左京区 飲食業 未央
京都市左京区 飲食業 enca
京都市左京区 飲食業 Villa Buono
京都市左京区 飲食業 吉田チキン　京大前店
京都市左京区 飲食業 里の駅大原　花むらさき
京都市左京区 飲食業 台北菜芸館
京都市左京区 飲食業 からこラーメン
京都市左京区 飲食業 グリル＆喫茶　飛騨
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京都市左京区 飲食業 是酔庵
京都市左京区 飲食業 酒房　あすか
京都市左京区 飲食業 あん
京都市左京区 飲食業 カフェバー　Annabel lee 
京都市左京区 飲食業 かぶき寿司
京都市左京区 飲食業 居酒屋　えん
京都市左京区 飲食業 京都市左京区高野竹屋町33-22 楽裕
京都市左京区 飲食業 串焼　牛宝
京都市左京区 飲食業 重厚軍団
京都市左京区 飲食業 野むら山荘　
京都市左京区 飲食業 惠那く
京都市左京区 飲食業 パパジョンズ北山店
京都市左京区 飲食業 そば処光梅
京都市左京区 飲食業 RAVENALA
京都市左京区 飲食業 ジェイムスキッチン
京都市左京区 飲食業 ジェラート・ベネ
京都市左京区 飲食業 グラタンハウス La Vienne
京都市左京区 飲食業 楽裕
京都市左京区 飲食業 CHANDER 北山店
京都市左京区 飲食業 チャンダー　丸太町店
京都市左京区 飲食業 MAHA CURRY 本店
京都市左京区 飲食業 コーヒーショップ　インペリアル
京都市左京区 飲食業 とんかつ専門店　とん吉
京都市左京区 飲食業 ジェイムスキッチン　2F
京都市左京区 飲食業 ラーメン荘　夢を語れ
京都市左京区 飲食業 北白川天然ラジウム温泉　
京都市左京区 飲食業 カレーハウススパイシー熊野神社店
京都市左京区 飲食業 アジアンキッチンLotus
京都市左京区 飲食業 イーパンツァイタナカ
京都市左京区 飲食業 京料理白水園
京都市左京区 飲食業 farmoon
京都市左京区 飲食業 大原リバーサイドカフェ来隣
京都市左京区 飲食業 貴船茶屋
京都市左京区 飲食業 Rest Point
京都市左京区 飲食業 ビリオン珈琲北白川店
京都市左京区 飲食業 キッチンアベ
京都市左京区 飲食業 バール・カフェジーニョ
京都市左京区 飲食業 とん吉
京都市左京区 飲食業 らぁ麺すぐる
京都市左京区 飲食業 ラーメン二郎京都店
京都市左京区 飲食業 かつこ
京都市左京区 飲食業 ぴのり
京都市左京区 飲食業 ラーメン池田屋
京都市左京区 飲食業 洋食とワインのお店浅井食堂
京都市左京区 飲食業 株式会社烏丸 ドトールコーヒーショップエネジェット天王町店
京都市左京区 飲食業 e-とこ屋
京都市左京区 飲食業 大龍亭
京都市左京区 飲食業 DUPREE
京都市左京区 飲食業 丸亀製麺洛北阪急スクエア
京都市左京区 飲食業 ケンタッキー・フライド・チキン洛北店
京都市左京区 飲食業 ケンタッキー・フライド・チキン百万遍京都大学前店
京都市左京区 飲食業 さいじき
京都市左京区 飲食業 鳥料理あん
京都市左京区 飲食業 そば処　ぎお門
京都市左京区 飲食業 旬野菜とチーズの酒場　lu'tubo
京都市左京区 飲食業 KIMURA
京都市左京区 飲食業 奥貴船　兵衛
京都市左京区 飲食業 越前そば　やまが
京都市左京区 飲食業 ひろ
京都市左京区 飲食業 おらんじゅ
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京都市左京区 飲食業 戸隠流そば打ち処　實德
京都市左京区 飲食業 LUSH LIFE
京都市左京区 飲食業 おふくろの味　小石
京都市左京区 飲食業 味処   大銀
京都市左京区 飲食業 お食事処ごん太
京都市左京区 飲食業 yangga
京都市左京区 飲食業 柚の味処　ま
京都市左京区 飲食業 Aｒｉｅｓ
京都市左京区 飲食業 レストラン　リーボン
京都市左京区 飲食業 リーボン　はなれ
京都市左京区 飲食業 わび助
京都市左京区 飲食業 AOW
京都市左京区 飲食業 東龍
京都市左京区 飲食業 福仙楼
京都市左京区 飲食業 辻徳
京都市左京区 飲食業 東北家
京都市左京区 飲食業 京の洋菓子工房リモール
京都市左京区 飲食業 稲穂食堂
京都市左京区 飲食業 Studio&Live P2
京都市左京区 飲食業 有限会社　吉村工務店・焼き菓子　日はうたう
京都市左京区 飲食業 さるぅ屋　cafe
京都市左京区 飲食業 スナック　住谷
京都市左京区 飲食業 Bosom
京都市左京区 飲食業 Tender Coffee Wonder Waffle
京都市左京区 飲食業 ロッテリア  京阪出町柳駅店
京都市左京区 飲食業 満る市
京都市左京区 飲食業 遊食邸 北山店
京都市左京区 飲食業 お茶の玉宗園イズミヤ高野店
京都市左京区 飲食業 京、静華
京都市左京区 飲食業 喫茶ハチドリ
京都市左京区 飲食業 有限会社鞍馬かどや
京都市左京区 飲食業 裕 くら
京都市左京区 飲食業 珈琲店 再願
京都市左京区 飲食業 らんちょすキッチン　洛北阪急スクエア店
京都市左京区 飲食業 美山荘
京都市左京区 飲食業 そば処太船
京都市左京区 飲食業 パドマ
京都市左京区 飲食業 スリランカキッチン　クルンドゥ
京都市左京区 飲食業 お多やん
京都市左京区 飲食業 たこ将軍
京都市左京区 飲食業 VIA　Juice＆Deli　Café
京都市左京区 飲食業 Mago's SANDWICH
京都市左京区 飲食業 知るカフェ京都大学前店
京都市左京区 飲食業 チャゴコロ.小花
京都市左京区 飲食業 割烹　かつ竹
京都市左京区 飲食業 お好み焼き　津和野
京都市左京区 飲食業 ぼん蔵
京都市左京区 飲食業 お食処　開明亭
京都市左京区 飲食業 サイゼリヤ 京都一乗寺店
京都市左京区 飲食業 サイゼリヤ 百万遍店
京都市左京区 飲食業 有卦屋（うけや）
京都市左京区 飲食業 スターバックスコーヒー京都岡崎蔦屋書店
京都市左京区 飲食業 お好み焼き・鉄板焼き　味鉄
京都市左京区 飲食業 無光虹
京都市左京区 飲食業 GRILL満佐留
京都市左京区 飲食業 木村喜商店
京都市左京区 飲食業 ブーランジェリーオショウ
京都市左京区 飲食業 はとや食堂
京都市左京区 飲食業 小料理　味弘
京都市左京区 飲食業 喫茶　白河
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京都市左京区 飲食業 すいふと
京都市左京区 飲食業 喫茶　フィガロ
京都市左京区 飲食業 喫茶サボイ
京都市左京区 飲食業 カフェレスト　ティファニー
京都市左京区 飲食業 オ・タン・ペルデュ
京都市左京区 飲食業 ガラムマサラ
京都市左京区 飲食業 カフェしずく
京都市左京区 飲食業 デマチヤナギバルRICORICO
京都市左京区 飲食業 京やさい和らーめんいたや
京都市左京区 飲食業 ホームタウン　
京都市左京区 飲食業 キッチンとまと畑
京都市左京区 飲食業 キャベツの想い
京都市左京区 飲食業 毘沙門
京都市左京区 飲食業 120gバインミー京都
京都市左京区 飲食業 apelila
京都市左京区 飲食業 つなぐ食堂
京都市左京区 飲食業 STAJ Mahal Everest
京都市左京区 飲食業 スナック　千津
京都市左京区 飲食業 やきとり一番一乗寺店
京都市左京区 飲食業 コーヒーレストランドルフ
京都市左京区 飲食業 アガルタ
京都市左京区 飲食業 ビストロ　レスト
京都市左京区 飲食業 わいんばー　ICHIKAWA
京都市左京区 飲食業 皿うどん・ちゃんぽん専門店 まつお
京都市左京区 飲食業 イスラエル料理　ファラフェル ガーデン
京都市左京区 飲食業 マんプクカツヤ
京都市左京区 飲食業 有限会社とよ寿司
京都市左京区 飲食業 ビストロ　ヴェルジュ
京都市左京区 飲食業 広東料理　飛雲
京都市左京区 飲食業 ﾈﾊﾟｰﾙ ｷｯﾁﾝ ｻﾑｼﾞｬﾅ
京都市左京区 飲食業 カラオケスナック　ダリアン
京都市左京区 飲食業 原喜久食堂
京都市左京区 サービス業 (有)戸田駒 　カーブス銀閣寺
京都市左京区 サービス業 イーグルモータース
京都市左京区 サービス業 ＤMＣきょうと（移転先）
京都市左京区 サービス業 members晃
京都市左京区 サービス業 京進Net学習センター
京都市左京区 サービス業 京進スクール・ワン 岡崎天王町教室
京都市左京区 サービス業 京進スクール・ワン 丸太町教室
京都市左京区 サービス業 京進スクール・ワン 銀閣寺教室
京都市左京区 サービス業 京進スクール・ワン　高野教室
京都市左京区 サービス業 京進スクール・ワン 修学院教室
京都市左京区 サービス業 京進スクール・ワン 北山教室
京都市左京区 サービス業 京進小中部　左京校
京都市左京区 サービス業 京都・時代祭館 十二十二
京都市左京区 サービス業 仁ダンスカンパニー
京都市左京区 サービス業 DUCK WORKS
京都市左京区 サービス業 ハクジュプラザ洛北店
京都市左京区 サービス業 ひげ床
京都市左京区 サービス業 ボルボ・カー京都北山
京都市左京区 サービス業 西邦観光
京都市左京区 サービス業 POLA cherian
京都市左京区 サービス業 QBハウス　洛北阪急スクエア店
京都市左京区 サービス業 喫茶カラオケ　来夢来人
京都市左京区 サービス業 桜鶴苑
京都市左京区 サービス業 ゴールフリー　岩倉教室
京都市左京区 サービス業 ゴールフリー　京大北教室
京都市左京区 サービス業 ゴールフリー　修学院教室
京都市左京区 サービス業 成基学園　京大北教室
京都市左京区 サービス業 大幸造園
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京都市左京区 サービス業 東雲湯
京都市左京区 サービス業 神戸壯太中小企業診断士事務所
京都市左京区 サービス業 特定非営利法人 International Friendship 京ごころ
京都市左京区 サービス業 京都アートグレイス ウエディングヒルズ
京都市左京区 サービス業 岩倉ゴルフクラブ 
京都市左京区 サービス業 ㈱カーニバル　カーニバルクリーニングコープ岩倉店
京都市左京区 サービス業 ㈱カーニバル　カーニバルクリーニング下鴨店
京都市左京区 サービス業 ㈱カーニバル　カーニバルクリーニング修学院店
京都市左京区 サービス業 ㈱カーニバル　カーニバルクリーニング別当町店
京都市左京区 サービス業 右左喜Ｗｅｄｄｉｎｇ
京都市左京区 サービス業 田中そろばん塾
京都市左京区 サービス業 ディグナ
京都市左京区 サービス業 ヘアーサロンヴェール
京都市左京区 サービス業 社寺楽㈱
京都市左京区 サービス業 コムシコムサ
京都市左京区 サービス業 江田鍼灸治療院
京都市左京区 サービス業 穐
京都市左京区 サービス業 SASAYO＆．．．
京都市左京区 サービス業 デジカメプリント激安王北白川店
京都市左京区 サービス業 チェルシー
京都市左京区 サービス業 ヘアファッション ペンギン白川店
京都市左京区 サービス業 共栄自動車株式会社
京都市左京区 サービス業 Tatsuki
京都市左京区 サービス業 京美肌　薔薇屋
京都市左京区 サービス業 サリーブラウン
京都市左京区 サービス業 もぐらの宴
京都市左京区 サービス業 クリーニングキララ銀閣寺店
京都市左京区 サービス業 クリーニングぴいぷる高原店
京都市左京区 サービス業 クリーニングぴぃぷる田中里ノ前店
京都市左京区 サービス業 美容室　シャボン　グロワール
京都市左京区 サービス業 辻川針療所
京都市左京区 サービス業 森のカフェ
京都市左京区 サービス業 平安湯
京都市左京区 サービス業 株式会社 薫風 河村能舞台
京都市左京区 サービス業 京都観世会館
京都市左京区 サービス業 フラックス　ネイル
京都市左京区 サービス業 西崎接骨院
京都市左京区 サービス業 レコードブック京都宝ヶ池
京都市左京区 サービス業 レコードブック京都一乗寺
京都市左京区 サービス業 株式会社　岡崎自動車
京都市左京区 サービス業 株式会社MicCorporation
京都市左京区 サービス業 ヘアーサロンオグラ
京都市左京区 サービス業 有限会社マツイｺｲﾝﾗﾝﾄﾞﾘｰ ぴいぷる高原店
京都市左京区 サービス業 美容室　ヘアーメイク　パル
京都市左京区 サービス業 公文国際会館駅北書写教室
京都市左京区 サービス業 KYOTO's 3D STUDIO株式会社
京都市左京区 サービス業 廣江貴則事務所
京都市左京区 サービス業 M's Group
京都市左京区 サービス業 アルファテック株式会社
京都市左京区 サービス業 リラクゼーションサロンやさしい部屋atte
京都市左京区 サービス業 サイクルショップエイリン 今出川京大前店別館
京都市左京区 サービス業 サイクルショップエイリン 今出川京大前店本館
京都市左京区 サービス業 RAVENALA
京都市左京区 サービス業 アトリエ
京都市左京区 サービス業 関電ガスサポートショップ左京洛北店
京都市左京区 サービス業 行政書士うえだ事務所
京都市左京区 サービス業 有限会社　至恩
京都市左京区 サービス業 クリーニング白光
京都市左京区 サービス業 有限会社アルモニー美容室（アルモニー美容室　高野店）
京都市左京区 サービス業 ヘアーサロン　ホワイティ
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京都市左京区 サービス業 カットハウス　POWAN
京都市左京区 娯楽業 エルスポーツ株式会社
京都市左京区 娯楽業 エル・スポーツ京都
京都市左京区 娯楽業 コアマックス一乗寺店
京都市左京区 娯楽業 Studio ERSA洛北阪急スクエア店
京都市左京区 その他 ㈱京都産業振興センター
京都市左京区 その他 医療法人速水矯正歯科
京都市左京区 その他 岩倉自動車教習所
京都市左京区 その他 宝池自動車教習所
京都市左京区 その他 藤田歯科医院
京都市左京区 その他 旧三井家下鴨別邸
京都市左京区 その他 株式会社ユニティツアーズ
京都市左京区 その他 そろばん教室アイ
京都市左京区 その他 学校法人京都精華大学
京都市左京区 その他 京つまみ細工体験処 ゆるり工房 凸凹庵
京都市左京区 その他 公益財団法人細見美術財団 細見美術館
京都市左京区 その他 公益財団法人 国立京都国際会館
京都市左京区 その他 公益財団法人　野村文華財団　野村美術館
京都市左京区 その他 大原駐車場
京都市左京区 その他 京都信用金庫　岩倉支店
京都市左京区 その他 京都信用金庫　岩倉中町支店
京都市左京区 その他 京都信用金庫　銀閣寺支店
京都市左京区 その他 京都信用金庫　下鴨支店
京都市左京区 その他 京都信用金庫　修学院支店
京都市左京区 その他 京都信用金庫　百万遍支店
京都市左京区 その他 近建ビル管理株式会社
京都市左京区 その他 BROWNS ENGLISH岩倉八幡前校
京都市左京区 その他 BROWNS ENGLISH岩倉南校
京都市左京区 その他 BROWNS ENGLISH修学院校
京都市左京区 その他 BROWNS ENGLISH高野校
京都市左京区 その他 プレデフリュー
京都市左京区 その他 一般社団法人　京都市公認水道協会
京都市左京区 その他 京都府管工事工業協同組合
京都市左京区 その他 京都FANJ
京都市左京区 その他 京都国立近代美術館
京都市左京区 その他 三千院
京都市左京区 その他 医療法人社団　丹羽内科医院
京都市左京区 その他 株式会社太田建設　砕石工場
京都市左京区 その他 公益財団法人泉屋博古館
京都市左京区 その他 瑠璃光院
京都市左京区 その他 ふたりと写真館
京都市左京区 その他 和田税理士事務所
京都市左京区 その他 ユキイングリッシュスクール
京都市左京区 その他 宗教法人　金戒光明寺
京都市左京区 その他 京の楽チャリ　東山三条店
京都市左京区 その他 宗教法人　金地院
京都市左京区 その他 昭和企業組合
京都市左京区 その他 未生流笹岡家元
京都市左京区 その他 株式会社ワイエムシィ　京都研究所
京都市左京区 その他 医療法人　健緑会　立石クリニック
京都市左京区 その他 くれっしぇんどピアノ教室
京都市左京区 その他 クリニック守安歯科・内科・皮フ科
京都市左京区 その他 タカオ矯正歯科クリニック
京都市左京区 その他 沐羊舎
京都市左京区 その他 京都府　左京民主商工会
京都市左京区 その他 DogSalon Betty.M
京都市左京区 その他 木村歯科医院
京都市左京区 その他 たく鍼灸整骨院
京都市左京区 その他 耳鼻咽喉科・アレルギー科　柴田クリニック
京都市左京区 その他 平井歯科医院
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京都市左京区 その他 株式会社　グローバルシップ
京都市左京区 その他 北白川天然ラジウム温泉　
京都市左京区 その他 栗原接骨院
京都市左京区 その他 山本接骨院
京都市左京区 その他 除門接骨院
京都市左京区 その他 西崎接骨院
京都市左京区 その他 きしもと接骨院
京都市左京区 その他 こにし整骨院
京都市左京区 その他 河合接骨・鍼灸院
京都市左京区 その他 いしかわ接骨院
京都市左京区 その他 神山接骨院
京都市左京区 その他 南部歯科医院
京都市左京区 その他 池田医院
京都市左京区 その他 ゴメット美容室
京都市左京区 その他 クリーニング白光
京都市左京区 その他 まつもとクリニック
京都市左京区 その他 グループホーム一乗寺ほっこり庵
京都市左京区 その他 ＪＡ京都市　修学院支店
京都市中京区 建設業 株式会社　エルド
京都市中京区 建設業 ㈱ベターライフ
京都市中京区 建設業 三井ホーム株式会社　京都支店
京都市中京区 建設業 株式会社太田建設　本社
京都市中京区 建設業 ㈱平尾電機工業所
京都市中京区 建設業 株式会社　すざくホーム
京都市中京区 建設業 建都コーポレーション
京都市中京区 建設業 株式会社ステッグ・コム
京都市中京区 建設業 京都建装株式会社
京都市中京区 建設業 株式会社クリエイト和幸
京都市中京区 製造業 ㈱弘誠堂
京都市中京区 製造業 cocochi select by GUNZE
京都市中京区 製造業 株式会社片山文三郎商店
京都市中京区 製造業 有限会社ナカジマパッケージサービス
京都市中京区 製造業 ㈱とり市老舗
京都市中京区 製造業 前川紙器
京都市中京区 製造業 （株）白木染匠
京都市中京区 製造業 (有)丸常蒲鉾店
京都市中京区 製造業 伊勢源六　たちばなや
京都市中京区 製造業 有限会社木村染工場
京都市中京区 製造業 株式会社　三木鶏卵
京都市中京区 製造業 宮﨑木材工業株式会社
京都市中京区 製造業 京つけものタケダ
京都市中京区 製造業 果朋アトリエ
京都市中京区 製造業 染工房　井口
京都市中京区 製造業 ㈱大入
京都市中京区 製造業 ㈱キョウワリンクス
京都市中京区 製造業 株式会社　三輪木工所
京都市中京区 製造業 株式会社小林工業所
京都市中京区 製造業 ミーヴ染工房
京都市中京区 製造業 佐伯加工所
京都市中京区 製造業 (株)小袖屋
京都市中京区 運輸業 カースルチャーターバス株式会社
京都市中京区 運輸業 ヤサカ観光株式会社
京都市中京区 運輸業 京都府旅館ホテル生活衛生同業組合
京都市中京区 運輸業 京都カーゴＤＣセンター
京都市中京区 運輸業 古川タクシー
京都市中京区 運輸業 株式会社カーゴジャパンアドバンスト
京都市中京区 卸売業 バイク王　京都店
京都市中京区 卸売業 トヨ商事株式会社
京都市中京区 卸売業 近新(株)
京都市中京区 卸売業 無門
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京都市中京区 卸売業 株式会社　黒田装束店
京都市中京区 卸売業 株式会社MADOリード
京都市中京区 卸売業 アサヒ氷業有限会社
京都市中京区 卸売業 株式会社アルテックス
京都市中京区 卸売業 京都たばこ商業協同組合
京都市中京区 卸売業 マツダテキスタイル　六角本社
京都市中京区 卸売業 マツダテキスタイル　三条分室展示場
京都市中京区 卸売業 株式会社オクムラ
京都市中京区 卸売業 株式会社　北織
京都市中京区 卸売業 アイビーグランツ
京都市中京区 卸売業 有限会社石万
京都市中京区 小売業 ㈲　マツヤマ（APFLUX　京都雅店）
京都市中京区 小売業 ㈲　マツヤマ（雅　京都店）
京都市中京区 小売業 ＢＬＵＥ　ＢＯＯＫＳ　Café　KYOTO
京都市中京区 小売業 大垣書店　kotochika御池店
京都市中京区 小売業 大垣書店　烏丸三条店
京都市中京区 小売業 大垣書店　二条駅店
京都市中京区 小売業 大垣書店　佛教大学二条キャンパス店
京都市中京区 小売業 株式会社京都寺内
京都市中京区 小売業 株式会社松栄堂　松栄堂薫習館
京都市中京区 小売業 株式会社松栄堂　松栄堂京都本店
京都市中京区 小売業 大垣書店　四条店
京都市中京区 小売業 ＣＡＥＤＥ | エリシア祇園八坂店
京都市中京区 小売業 ＣＡＥＤＥ | エリシア富小路本店
京都市中京区 小売業 (株)丸や　おちゃのこさいさい錦店
京都市中京区 小売業 くろちく本店天正館
京都市中京区 小売業 豆政　本店
京都市中京区 小売業 お酒の美術館プレミアムショップ　錦店
京都市中京区 小売業 自転車のきゅうべえ二条店
京都市中京区 小売業 丹山酒造 京都文化博物館
京都市中京区 小売業 丹山酒造 器土合爍店
京都市中京区 小売業 ビューティートークハウス マキ
京都市中京区 小売業 マンハッタン
京都市中京区 小売業 株式会社 祇園小石
京都市中京区 小売業 株式会社 二條若狭屋
京都市中京区 小売業 株式会社カンブライト
京都市中京区 小売業 株式会社清水屋商店
京都市中京区 小売業 京つけものもり　錦市場店
京都市中京区 小売業 芸艸堂
京都市中京区 小売業 有限会社 福井みすや針
京都市中京区 小売業 有限会社ゑり正
京都市中京区 小売業 petit mani
京都市中京区 小売業 Seria
京都市中京区 小売業 WTVセレクトメガネ　新京極錦店
京都市中京区 小売業 WTVセレクトメガネ　ゼスト御池店
京都市中京区 小売業 エース事務機 株式会社
京都市中京区 小売業 エディオン円町店
京都市中京区 小売業 カルディコーヒーファーム ゼスト御池店
京都市中京区 小売業 京都時計修理WTV
京都市中京区 小売業 京の酒処１０３８
京都市中京区 小売業 さばえめがね館　京都店
京都市中京区 小売業 サンドラッグ ゼスト御池
京都市中京区 小売業 シューズ マーキー
京都市中京区 小売業 ダイソー三条御前店
京都市中京区 小売業 ダイソー新京極ダイアモンドビル店
京都市中京区 小売業 ハニーズ ゼスト御池
京都市中京区 小売業 ファミリーマート 京都堺町御池店
京都市中京区 小売業 ファミリーマート ゼスト御池店
京都市中京区 小売業 ふたば書房 御池ゼスト店
京都市中京区 小売業 ブルーブルーエ KYOTOSTORE
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京都市中京区 小売業 よしや ゼスト御池店
京都市中京区 小売業 らしんばん京都店2号館　
京都市中京区 小売業 らしんばん京都店本館　
京都市中京区 小売業 京こま　雀休
京都市中京区 小売業 MARLMARL京都三条通店
京都市中京区 小売業 お宿いしちょう売店
京都市中京区 小売業 寝具御誂専門店IWATA　京都本店
京都市中京区 小売業 フラワーラボラトリー
京都市中京区 小売業 文具店ｔａｇ寺町三条店
京都市中京区 小売業 文具店ｔａｇ二条店
京都市中京区 小売業 ポーラ化粧品　北嵯峨
京都市中京区 小売業 山下宗
京都市中京区 小売業 株式会社福井朝日堂
京都市中京区 小売業 ㈱中塚商店
京都市中京区 小売業 京つけもの大安　河原町店
京都市中京区 小売業 杉養蜂園　京都錦市場店
京都市中京区 小売業 杉養蜂園　京都三条店
京都市中京区 小売業 石長松菊園売店
京都市中京区 小売業 二条城売店
京都市中京区 小売業 メガネのドルフィン
京都市中京区 小売業 GINZA Global Style 京都三条通店
京都市中京区 小売業 GINZA Global Style 京都四条店
京都市中京区 小売業 アートキューブ株式会社
京都市中京区 小売業 株式会社 一保堂茶舗
京都市中京区 小売業 株式会社 永楽屋
京都市中京区 小売業 公長斎小菅 京都本店
京都市中京区 小売業 株式会社　大藤
京都市中京区 小売業 株式会社JEUGIA
京都市中京区 小売業 株式会社ぎおん石
京都市中京区 小売業 株式会社山岡白竹堂
京都市中京区 小売業 京都和傘屋　辻倉
京都市中京区 小売業 hiroki－san
京都市中京区 小売業 musubi-kyoto-
京都市中京区 小売業 アート&フレーム　ヤマシタ
京都市中京区 小売業 京の六味
京都市中京区 小売業 京土産　越後屋
京都市中京区 小売業 京みやげ　清高堂
京都市中京区 小売業 源久秀刃物店
京都市中京区 小売業 ブティク　ペルル
京都市中京区 小売業 辨天堂　東店
京都市中京区 小売業 株式会社スギ薬局 寺町店
京都市中京区 小売業 Locker Room
京都市中京区 小売業 コープ御所南
京都市中京区 小売業 コープ二条駅
京都市中京区 小売業 ファイテンショップ京都烏丸店
京都市中京区 小売業 Boulangerie MoriMori
京都市中京区 小売業 御菓子司　小松屋
京都市中京区 小売業 岡本織物店
京都市中京区 小売業 京陶器　竹内
京都市中京区 小売業 西浅　二条店
京都市中京区 小売業 京都ペレット町屋ヒノコ　
京都市中京区 小売業 パティスリー　レモワノー
京都市中京区 小売業 スギ薬局　円町店
京都市中京区 小売業 スギ薬局　二条店
京都市中京区 小売業 ベイクハウス デンデン
京都市中京区 小売業 無印良品　ゼスト御池
京都市中京区 小売業 dricco（ドリッコ）
京都市中京区 小売業 MARIEBELLE KYOTO
京都市中京区 小売業 ミスギヤ　ゼスト御池店
京都市中京区 小売業 山形屋米穀店
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京都市中京区 小売業 (株)山庄
京都市中京区 小売業 (株)杉養蜂園 京都錦市場店
京都市中京区 小売業 (株)島本海苔乾物
京都市中京区 小売業 総本家近清
京都市中京区 小売業 プラウデコ
京都市中京区 小売業 レッグヤスダ
京都市中京区 小売業 錦 佐竹生花店
京都市中京区 小売業 錦 鮮魚木村
京都市中京区 小売業 黒豆茶庵 北尾錦店
京都市中京区 小売業 大島履物店
京都市中京区 小売業 畠中商店
京都市中京区 小売業 株式会社　バディー
京都市中京区 小売業 英國屋　京都河原町御池店
京都市中京区 小売業 70B　ANTIQES
京都市中京区 小売業 小刀屋忠兵衛
京都市中京区 小売業 錦大丸
京都市中京区 小売業 丸久小山園　西洞院店
京都市中京区 小売業 野村佃煮錦店
京都市中京区 小売業 池田モータース商会
京都市中京区 小売業 みやこの薬膳茶本舗株式会社
京都市中京区 小売業 乙脇米穀店
京都市中京区 小売業 株式会社 河原書店
京都市中京区 小売業 大極殿本舗　高倉本店
京都市中京区 小売業 大極殿本舗　六角店
京都市中京区 小売業 鈴木松風堂　寺町店
京都市中京区 小売業 鈴木松風堂　本店
京都市中京区 小売業 イカリヤベイカ
京都市中京区 小売業 牛若商事株式会社　西館
京都市中京区 小売業 牛若商事株式会社　東館
京都市中京区 小売業 牛若商事株式会社　本館
京都市中京区 小売業 ｸｵﾘﾃｨﾌｰﾄﾞﾏｰｹｯﾄ四条猪熊本店
京都市中京区 小売業 品川亭
京都市中京区 小売業 肉のむら瀬
京都市中京区 小売業 大つや
京都市中京区 小売業 家具の川上
京都市中京区 小売業 ネオマート河原町店
京都市中京区 小売業 二葉工業株式会社
京都市中京区 小売業 宮﨑家具
京都市中京区 小売業 京都二条　京乃雪
京都市中京区 小売業 歩　寺町本店
京都市中京区 小売業 萬時　京都本店
京都市中京区 小売業 (有)京阪書房
京都市中京区 小売業 ＡＮＧＥＲＳ
京都市中京区 小売業 girasole
京都市中京区 小売業 Kyoden中央店
京都市中京区 小売業 アキノヤ印房 AKINOYA HANKO KYOTO
京都市中京区 小売業 キクオ書店
京都市中京区 小売業 スギ薬局 京都市役所前店
京都市中京区 小売業 セブン-イレブン 京都河原町姉小路店
京都市中京区 小売業 トーカイ 三条河原町店
京都市中京区 小売業 ファミリーマート 河原町三条店
京都市中京区 小売業 フォトハウスＫ
京都市中京区 小売業 ミュールミュール
京都市中京区 小売業 やさしい靴工房 Belle&Sofa 京都市役所前店
京都市中京区 小売業 本家西尾八ッ橋 新京極店
京都市中京区 小売業 サイクルステージ　マルヤス
京都市中京区 小売業 京つけもの赤尾屋　御池店
京都市中京区 小売業 永楽屋　新京極三条店
京都市中京区 小売業 エバンス
京都市中京区 小売業 株式会社クリスタル・ワールド
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京都市中京区 小売業 株式会社クリスタル・ワールド　新京極店
京都市中京区 小売業 カルディコーヒーファーム三条河原町店
京都市中京区 小売業 ハートプラザＫＹＯＴＯ三条店
京都市中京区 小売業 ベルアメール京都別邸　三条店
京都市中京区 小売業 吉田源之丞老舗
京都市中京区 小売業 ㈱ニューローヤル
京都市中京区 小売業 ㈱古川翠香園
京都市中京区 小売業 果朋　(有限会社安本商店）
京都市中京区 小売業 下坂老舗
京都市中京区 小売業 株式会社　亀屋良永
京都市中京区 小売業 西友三条店
京都市中京区 小売業 亥之吉　高倉錦店
京都市中京区 小売業 (株)錦 大丸
京都市中京区 小売業 (株)湯波吉
京都市中京区 小売業 (有)千波
京都市中京区 小売業 cotoiro立誠ガーデンヒューリック京都店
京都市中京区 小売業 ON SPOTZ
京都市中京区 小売業 PARIS MIKI新京極店
京都市中京区 小売業 アトリエ亀田「バ・ルール寺町」
京都市中京区 小売業 お菓子のメグ
京都市中京区 小売業 ケントボーイズ河原町店
京都市中京区 小売業 しろたんフレンズパーク
京都市中京区 小売業 ニシダ
京都市中京区 小売業 ブティック ティアラ
京都市中京区 小売業 ヘルプスマホ
京都市中京区 小売業 ペルル
京都市中京区 小売業 メガネスーパー
京都市中京区 小売業 やまと民芸店
京都市中京区 小売業 レハイム
京都市中京区 小売業 浦松
京都市中京区 小売業 越後屋
京都市中京区 小売業 河一商店
京都市中京区 小売業 鞄館TANIMURA
京都市中京区 小売業 岩座新京極錦店
京都市中京区 小売業 京のふるさと
京都市中京区 小売業 京一屋
京都市中京区 小売業 京都メモリー
京都市中京区 小売業 京和堂
京都市中京区 小売業 響コーポレーション
京都市中京区 小売業 業務スーパー
京都市中京区 小売業 錦 むらさき
京都市中京区 小売業 源久秀
京都市中京区 小売業 後藤清高堂
京都市中京区 小売業 三京水産
京都市中京区 小売業 若狭屋　高橋
京都市中京区 小売業 打田漬物 錦小路店
京都市中京区 小売業 大沢袋物店
京都市中京区 小売業 田中鶏卵
京都市中京区 小売業 箸ギャラリー門京都店
京都市中京区 小売業 福田松花堂
京都市中京区 小売業 福田松花堂（下鴨店）
京都市中京区 小売業 桝俉 東店
京都市中京区 小売業 桝俉 北店
京都市中京区 小売業 桝俉 本店
京都市中京区 小売業 六角ちきりや茶舗　～洛中茶寮～
京都市中京区 小売業 辨天堂
京都市中京区 小売業 ニコアンド　京都寺町店
京都市中京区 小売業 御菓子司 亀屋則克
京都市中京区 小売業 DONOBAN-KYOTO
京都市中京区 小売業 REGAL SHOES 京都四条寺町店
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京都市中京区 小売業 お婦久本店
京都市中京区 小売業 コポ
京都市中京区 小売業 コポ 新京極店
京都市中京区 小売業 ﾒﾝｽﾞｼｮｯﾌﾟ ヨシカワ
京都市中京区 小売業 ロフトマン 1981
京都市中京区 小売業 ロフトマン BD
京都市中京区 小売業 ロフトマンコープ オハナ
京都市中京区 小売業 ロフトマンコープ京都
京都市中京区 小売業 桃太郎ジーンズ京都店
京都市中京区 小売業 さくらいや青果　寺町店
京都市中京区 小売業 ＧＬＡＮＣＥ
京都市中京区 小売業 ギャラリー幹
京都市中京区 小売業 株式会社 アップアンドカミング
京都市中京区 小売業 株式会社ミートショップ ヒロ
京都市中京区 小売業 ㈱沢井商店
京都市中京区 小売業 京都トミヤ帽子店
京都市中京区 小売業 兼田電機商会
京都市中京区 小売業 時計宝飾 モリ
京都市中京区 小売業 増田商店
京都市中京区 小売業 猫本サロン サクラヤ
京都市中京区 小売業 馬場商店
京都市中京区 小売業 裏窓
京都市中京区 小売業 賄い屋
京都市中京区 小売業 壽屋 中島薬局
京都市中京区 小売業 SCENE（ｼｰﾝ）
京都市中京区 小売業 みつはし陶舗
京都市中京区 小売業 開陽堂
京都市中京区 小売業 陶葊 錦小路店
京都市中京区 小売業 （株）丸山洋服店
京都市中京区 小売業 A･R
京都市中京区 小売業 ASOKO
京都市中京区 小売業 calzedonia 京都河原町店
京都市中京区 小売業 KBF
京都市中京区 小売業 KINJI used closing
京都市中京区 小売業 R＆E
京都市中京区 小売業 Zoff
京都市中京区 小売業 アンジュリックプリティ
京都市中京区 小売業 エチュードハウス
京都市中京区 小売業 エメフェール
京都市中京区 小売業 エモダ
京都市中京区 小売業 カスタネ
京都市中京区 小売業 クリスプ
京都市中京区 小売業 コスムラ
京都市中京区 小売業 サマンサタバサ
京都市中京区 小売業 サマンサタバサプチチョイス＆アニバーサリー
京都市中京区 小売業 ジーナシス
京都市中京区 小売業 シェルタ
京都市中京区 小売業 ショップイン
京都市中京区 小売業 スピーガ
京都市中京区 小売業 セポ
京都市中京区 小売業 セリア
京都市中京区 小売業 タインバイビルド＆ユー
京都市中京区 小売業 タリーズコーヒー
京都市中京区 小売業 タワーレコード
京都市中京区 小売業 ドン・キホーテ四条河原町店
京都市中京区 小売業 ハートアップビジョン＆スクエア
京都市中京区 小売業 ハニーズディストア
京都市中京区 小売業 パラピオレ
京都市中京区 小売業 ピーク＆パイン
京都市中京区 小売業 ピーチ・ジョン
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京都市中京区 小売業 フーズフーチュ
京都市中京区 小売業 ブックオフ
京都市中京区 小売業 ブルーム
京都市中京区 小売業 ベイビー ザスターズ シャイレブライト
京都市中京区 小売業 マクリーズ
京都市中京区 小売業 マジュスッテックレゴレ
京都市中京区 小売業 ラレダ
京都市中京区 小売業 ルピス
京都市中京区 小売業 レイヤードフレグレス
京都市中京区 小売業 レトロガール
京都市中京区 小売業 株式会社　チカタ薬局
京都市中京区 小売業 佐々浪薬局
京都市中京区 小売業 三條サクラヤ写真機店
京都市中京区 小売業 島村楽器
京都市中京区 小売業 ＪＥＵＧＩＡ　大宮ショップ
京都市中京区 小売業 ＪＥＵＧＩＡ　三条本店
京都市中京区 小売業 ずんどう屋　京都三条店
京都市中京区 小売業 kaonn -日音衣-
京都市中京区 小売業 ななや京都三条店
京都市中京区 小売業 Mon Parfait 京都河原町店
京都市中京区 小売業 養老軒
京都市中京区 小売業 korut jewellery works
京都市中京区 小売業 PAPEPO MUSEUM（株式会社SDH）
京都市中京区 小売業 セブンイレブン夷川柳馬場
京都市中京区 小売業 セブンイレブン京都三条木屋町
京都市中京区 小売業 セブンイレブン京都寺町六角
京都市中京区 小売業 セブンイレブン御幸町六角
京都市中京区 小売業 elephants
京都市中京区 小売業 大西京扇堂
京都市中京区 小売業 cosmura 京都河原町OPA店
京都市中京区 小売業 八木庖丁店
京都市中京区 小売業 ムラタサイクル
京都市中京区 小売業 (株)白鳳堂
京都市中京区 小売業 サトウ時計店
京都市中京区 小売業 有限会社　後素堂
京都市中京区 小売業 かづら清老舗　六角店
京都市中京区 小売業 かづらせい　寺町店
京都市中京区 小売業 原宿シカゴ　京都店
京都市中京区 小売業 靴下屋　京都寺町店
京都市中京区 小売業 よろづ屋四条店
京都市中京区 小売業 青木カメラ店
京都市中京区 小売業 （有）玉清　電機　
京都市中京区 小売業 フードショップコスモス
京都市中京区 小売業 石倉工業
京都市中京区 小売業 二葉家具
京都市中京区 小売業 京都室町なないろや
京都市中京区 小売業 京都室町なないろや株式会社
京都市中京区 小売業 金つばの幸福堂
京都市中京区 小売業 MACARONIC　STYLE
京都市中京区 小売業 有限会社 まるみ（Fromage de Mythese）
京都市中京区 小売業 八星酒店
京都市中京区 小売業 オプティックアートオギ 円町店
京都市中京区 小売業 オプティックアートオギ 大宮高辻店
京都市中京区 小売業 鈴木電機株式会社
京都市中京区 小売業 兼田和裁縫製研究所　
京都市中京区 小売業 生鮮館なかむら　円町店
京都市中京区 小売業 竹長
京都市中京区 小売業 豆招福
京都市中京区 小売業 プティ・タ・プティ
京都市中京区 小売業 草々庵
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京都市中京区 小売業 ｵｽﾃｨｱｼﾞｬﾊﾟﾝ 衣 寺町店
京都市中京区 小売業 ｵｽﾃｨｱｼﾞｬﾊﾟﾝ 衣 三条店
京都市中京区 小売業 Cura del Vino
京都市中京区 小売業 Andante
京都市中京区 小売業 八坂
京都市中京区 小売業 無塵株式会社 無塵Antique古道具
京都市中京区 小売業 白鳳堂
京都市中京区 小売業 ㈱水戸電機商会
京都市中京区 小売業 メガネのノハラ
京都市中京区 小売業 株式会社 アルク
京都市中京区 小売業 オーグリーラコンテ／ステラ御池
京都市中京区 小売業 ステラ烏丸
京都市中京区 小売業 ロジータ
京都市中京区 小売業 株式会社コンパス
京都市中京区 小売業 オーグリーラコンテ/ステラ御池
京都市中京区 小売業 やきものと趣味の店むらた
京都市中京区 小売業 株式会社 ワタナベ楽器店
京都市中京区 小売業 グランピエ丁子屋
京都市中京区 小売業 tela de ＧＲＡＮＰＩＥ
京都市中京区 小売業 京都木村屋宝飾細工本店
京都市中京区 不動産・賃貸業 株式会社アズライフ
京都市中京区 不動産・賃貸業 有限会社　アライブ
京都市中京区 不動産・賃貸業 ダイヤモンドビル
京都市中京区 不動産・賃貸業 住まいのアドバイザー株式会社大地
京都市中京区 不動産・賃貸業 UR京都営業センター
京都市中京区 不動産・賃貸業 アパマンショップ河原町三条店
京都市中京区 不動産・賃貸業 ウォークビル
京都市中京区 不動産・賃貸業 ギャラリー古都
京都市中京区 不動産・賃貸業 河原町OPA事務所
京都市中京区 不動産・賃貸業 株式会社江寿
京都市中京区 不動産・賃貸業 楽満ホーム株式会社　レントドゥ！円町駅前店
京都市中京区 不動産・賃貸業 ラピス四条株式会社
京都市中京区 不動産・賃貸業 みつまめ京都
京都市中京区 宿泊業 蔵や　聚楽北
京都市中京区 宿泊業 蔵や　聚楽南
京都市中京区 宿泊業 蔵や　千本三条
京都市中京区 宿泊業 蔵や　南聖町
京都市中京区 宿泊業 加茂川館
京都市中京区 宿泊業 株式会社　綿善
京都市中京区 宿泊業 株式会社京都ホテル
京都市中京区 宿泊業 株式会社三賀
京都市中京区 宿泊業 株式会社日昇別荘
京都市中京区 宿泊業 松井本館
京都市中京区 宿泊業 旅館こうろ
京都市中京区 宿泊業 オフィススリーエル
京都市中京区 宿泊業 ソラリア西鉄ホテル京都プレミア
京都市中京区 宿泊業 株式会社 ホテル西山
京都市中京区 宿泊業 株式会社 本能寺文化会館
京都市中京区 宿泊業 株式会社かぎ平
京都市中京区 宿泊業 株式会社ホテルエムズ
京都市中京区 宿泊業 株式会社リバーフィールド
京都市中京区 宿泊業 株式会社京都ガーデンホテル
京都市中京区 宿泊業 株式会社三井不動産ホテルマネジメント　三井ガーデンホテル京都三条

京都市中京区 宿泊業 株式会社三井不動産ホテルマネジメント　三井ガーデンホテル京都新町 別邸

京都市中京区 宿泊業 株式会社川喜商店
京都市中京区 宿泊業 岸商事株式会社
京都市中京区 宿泊業 京のお宿 三福
京都市中京区 宿泊業 特定非営利活動法人フリーダム
京都市中京区 宿泊業 有限会社 丸正
京都市中京区 宿泊業 有限会社 近又
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京都市中京区 宿泊業 MIMARU京都 新町三条
京都市中京区 宿泊業 MIMARU京都 堀川六角
京都市中京区 宿泊業 Roxy-Kyoto Hotel 合同会社
京都市中京区 宿泊業 アーバイン京都 四条大宮
京都市中京区 宿泊業 お宿いしちょう
京都市中京区 宿泊業 からくさホテル京都Ⅰ
京都市中京区 宿泊業 吉祥庵
京都市中京区 宿泊業 石長松菊園
京都市中京区 宿泊業 旅庵花月
京都市中京区 宿泊業 株式会社　大学生協事業センター
京都市中京区 宿泊業 株式会社コスモスホテルマネジメント
京都市中京区 宿泊業 シティペンション トミーリッチイン京都
京都市中京区 宿泊業 株式会社三木半旅館
京都市中京区 宿泊業 金波棲
京都市中京区 宿泊業 静鉄ホテルプレジオ京都烏丸御池
京都市中京区 宿泊業 柊家別館
京都市中京区 宿泊業 THE HIRAMATSU京都
京都市中京区 宿泊業 ホテルリソル京都　河原町三条
京都市中京区 宿泊業 株式会社西富家
京都市中京区 宿泊業 甚右衛門
京都市中京区 宿泊業 株式会社石長
京都市中京区 宿泊業 京いすけ
京都市中京区 宿泊業 京いすけ　百足屋町
京都市中京区 宿泊業 京いすけ　百足屋町Hokomachi
京都市中京区 宿泊業 京いすけ　百足屋町Otonari
京都市中京区 宿泊業 トモヤレジデンスホテル京都
京都市中京区 宿泊業 朝陽物産株式会社・京都花ホテル
京都市中京区 宿泊業 ザ・ゲートホテル京都高瀬川　by HULIC
京都市中京区 宿泊業 ホテルビスタプレミオ京都河原町通
京都市中京区 宿泊業 Ace Hotel Kyoto
京都市中京区 宿泊業 ヴィアイン京都四条室町
京都市中京区 宿泊業 ハートンホテル京都
京都市中京区 宿泊業 ピースホステル三条EAST
京都市中京区 宿泊業 Guest House Oumi 近江
京都市中京区 宿泊業 呑喜屋むね
京都市中京区 宿泊業 株式会社Burp
京都市中京区 宿泊業 洋食ヒグチ亭
京都市中京区 宿泊業 ホテルグレイスリー京都三条
京都市中京区 宿泊業 Royce Enmachi
京都市中京区 宿泊業 旅館三賀
京都市中京区 宿泊業 株式会社 佳久
京都市中京区 宿泊業 GRIDS京都四条河原町ホテル＆ホステル
京都市中京区 宿泊業 雲・小楽
京都市中京区 宿泊業 雲・小宮
京都市中京区 宿泊業 雲・小舟
京都市中京区 宿泊業 雲・小星
京都市中京区 宿泊業 雲・小蛸
京都市中京区 宿泊業 雲・小池
京都市中京区 宿泊業 雲・小天
京都市中京区 宿泊業 旅館平新
京都市中京区 宿泊業 お食事処　お食事処　やまびこ
京都市中京区 宿泊業 Gallery紅中
京都市中京区 宿泊業 アーバンホテル京都二条プレミアム
京都市中京区 宿泊業 ほそ池
京都市中京区 宿泊業 京都スタア･バー
京都市中京区 宿泊業 和み家　京都　南円町
京都市中京区 宿泊業 四季四季　ぽんと
京都市中京区 宿泊業 四季四季　しんら
京都市中京区 飲食業 BAR CRANG
京都市中京区 飲食業 HEAT
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京都市中京区 飲食業 歌屋SANCTUARY
京都市中京区 飲食業 韓国食堂入ル　ゴショミナミ　
京都市中京区 飲食業 京・黒桜
京都市中京区 飲食業 京料理　卵柳
京都市中京区 飲食業 京料理　眺河
京都市中京区 飲食業 紡 Dining Bar
京都市中京区 飲食業 とにまる　ぶんぱく店
京都市中京区 飲食業 錦へんこつ
京都市中京区 飲食業 BAR　BASE
京都市中京区 飲食業 ハイボールバー京都烏丸1923
京都市中京区 飲食業 はなまるうどんBiVi二条店
京都市中京区 飲食業 はなまるうどん京都錦店
京都市中京区 飲食業 伏見蔵　南庵
京都市中京区 飲食業 先斗町　花柳
京都市中京区 飲食業 先斗町TAMANOHIKARI東山望
京都市中京区 飲食業 夷川燕楽
京都市中京区 飲食業 侘家洛中亭　
京都市中京区 飲食業 39餃子
京都市中京区 飲食業 Area　6 Bar
京都市中京区 飲食業 COCO　KYOTO　本店（株式会社アクセスコーポレーション）
京都市中京区 飲食業 EL　Lagar
京都市中京区 飲食業 ING
京都市中京区 飲食業 Sapphire
京都市中京区 飲食業 SFPﾀﾞｲﾆﾝｸﾞ株式会社磯丸水産河原町三条店
京都市中京区 飲食業 インドレストラン　ムガール
京都市中京区 飲食業 おくどはん
京都市中京区 飲食業 お好み焼き　福恵
京都市中京区 飲食業 ガーネッシュ
京都市中京区 飲食業 株式会社KYOYA京家KIYOMIZU錦麩屋町
京都市中京区 飲食業 株式会社KYOYA京家きよみず木屋町
京都市中京区 飲食業 株式会社KYOYA京都スタンドきよきよ
京都市中京区 飲食業 株式会社セブンダイズうしのほねあなざ
京都市中京区 飲食業 株式会社セブンダイズうしのほね本店
京都市中京区 飲食業 株式会社セブンダイズ烏丸ドゥーエ
京都市中京区 飲食業 株式会社セブンダイズ草同士うしのほね
京都市中京区 飲食業 株式会社セブンダイズ料理屋自在
京都市中京区 飲食業 株式会社治元元蔵京都錦本店
京都市中京区 飲食業 株式会社治元錦わらい大丸北店
京都市中京区 飲食業 株式会社治元わらい食堂四条河原町店
京都市中京区 飲食業 株式会社治元坂之上商店四条河原町店
京都市中京区 飲食業 株式会社恒屋伝助
京都市中京区 飲食業 株式会社てらまち
京都市中京区 飲食業 株式会社ﾄﾞﾗｺﾞﾝﾌﾗｲﾏｼﾞｶﾙﾘﾝｸ肉味噌おでんかづさ屋
京都市中京区 飲食業 株式会社ﾄﾞﾗｺﾞﾝﾌﾗｲﾏｼﾞｶﾙﾘﾝｸやきとり酒場かづさ屋
京都市中京区 飲食業 キッチンゴン
京都市中京区 飲食業 京料理　直志庵
京都市中京区 飲食業 薬師
京都市中京区 飲食業 コーヒーショップ　マスサン
京都市中京区 飲食業 ごはん日和西大路御池店（株式会社ホーラク）
京都市中京区 飲食業 近定
京都市中京区 飲食業 さざんか亭　六角店
京都市中京区 飲食業 さざんか亭
京都市中京区 飲食業 立ち呑み三日月
京都市中京区 飲食業 ティージョルノ京都
京都市中京区 飲食業 てんや
京都市中京区 飲食業 二条　有恒
京都市中京区 飲食業 日本酒BAR　○△□　(ﾏﾙｻﾝｶｸｼｶｸ）
京都市中京区 飲食業 ハイカラ亭
京都市中京区 飲食業 林周燮　SNS Bar
京都市中京区 飲食業 林周燮　マッチョベー
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京都市中京区 飲食業 林周燮　ルシード
京都市中京区 飲食業 先斗町　みます屋
京都市中京区 飲食業 みます屋　イタリアーノ
京都市中京区 飲食業 みまでり　間之町
京都市中京区 飲食業 室町　唯
京都市中京区 飲食業 麺処むらじ室町店
京都市中京区 飲食業 ラ・プレーヌ・リュヌ
京都市中京区 飲食業 ランス・ジャポネ
京都市中京区 飲食業 わがまま屋
京都市中京区 飲食業 株式会社治元小皿中華桃天錦小路店
京都市中京区 飲食業 株式会社治元焼き鳥一
京都市中京区 飲食業 焼鳥　かなざわ　六角
京都市中京区 飲食業 (株) boogaloo café 寺町店
京都市中京区 飲食業 Animo
京都市中京区 飲食業 Apollo plus
京都市中京区 飲食業 Ｂａｒ　fish
京都市中京区 飲食業 Raku 楽
京都市中京区 飲食業 Roppakuya　KADO
京都市中京区 飲食業 up`s club
京都市中京区 飲食業 YoKoSo
京都市中京区 飲食業 青天家　錦
京都市中京区 飲食業 天の川
京都市中京区 飲食業 アリスの夢
京都市中京区 飲食業 居酒屋美代桂
京都市中京区 飲食業 出石庵
京都市中京区 飲食業 沖縄バル79
京都市中京区 飲食業 風枝
京都市中京区 飲食業 株式会社Ｇｌｏｂｒｉｄｇｅ　CCC　Cheese Cheers Café KYOTO
京都市中京区 飲食業 株式会社ilpozzo
京都市中京区 飲食業 株式会社R-PLANET　割烹露瑚
京都市中京区 飲食業 （株）ひょうたんや
京都市中京区 飲食業 株式会社ﾌｧﾝｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ串焼満天四条烏丸店
京都市中京区 飲食業 株式会社ﾌｧﾝｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ串焼満天先斗町店
京都市中京区 飲食業 株式会社ﾌｧﾝｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ天ぷら海鮮米福京都木屋町店
京都市中京区 飲食業 株式会社ﾌｧﾝｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ天ぷら海鮮米福四条烏丸店
京都市中京区 飲食業 京Apollo新町
京都市中京区 飲食業 京都串処東屋
京都市中京区 飲食業 京都ダイニング正義　
京都市中京区 飲食業 京焼肉　嘻姜
京都市中京区 飲食業 グリル　ノルマンディー
京都市中京区 飲食業 原価ビストロチーズプラス四条烏丸
京都市中京区 飲食業 桟敷
京都市中京区 飲食業 さんじや　河原町本店
京都市中京区 飲食業 ジャンボカラオケ広場　河原町本店
京都市中京区 飲食業 ジャンボカラオケ広場　三条河原町店
京都市中京区 飲食業 スーパージャンカラ　河原町本店
京都市中京区 飲食業 寿しのむさし　三条本店
京都市中京区 飲食業 ステーキ食堂正義　BiVi二条店
京都市中京区 飲食業 タイキッチン　BARAMEE
京都市中京区 飲食業 ダイニングバー　ルカ
京都市中京区 飲食業 たかばし　BiVi二条店
京都市中京区 飲食業 タバーン シンプソン
京都市中京区 飲食業 チファジャBiVi二条店
京都市中京区 飲食業 チファジャ河原町本店
京都市中京区 飲食業 チファジャ四条河原町店
京都市中京区 飲食業 チムニー株式会社池田屋はなの舞
京都市中京区 飲食業 天下一品二条駅前店
京都市中京区 飲食業 天心
京都市中京区 飲食業 肉屋の台所　京都木屋町ミート
京都市中京区 飲食業 蜂巣



ステッカー交付一覧（2021/02/19）
所在地（市区町村） 業種区分 店舗・事業所名

京都市中京区 飲食業 ふら～っとホーム
京都市中京区 飲食業 マリーD
京都市中京区 飲食業 やきとり大吉　円町店
京都市中京区 飲食業 有限会社　蘭
京都市中京区 飲食業 らんでぶー
京都市中京区 飲食業 らんでぶーa凡
京都市中京区 飲食業 六白屋
京都市中京区 飲食業 和酒バル37℃
京都市中京区 飲食業 ゑびや
京都市中京区 飲食業 京酒房　藤かわ
京都市中京区 飲食業 ステーキ食堂正義西院店
京都市中京区 飲食業 MOSS株式会社
京都市中京区 飲食業 SENT JAMES CLUB 先斗町
京都市中京区 飲食業 お酒の美術館　河原町三条店
京都市中京区 飲食業 お酒の美術館　三条烏丸本店
京都市中京区 飲食業 お酒の美術館　先斗町店
京都市中京区 飲食業 懐石　瓢樹
京都市中京区 飲食業 割烹やました
京都市中京区 飲食業 かに道楽　京都本店
京都市中京区 飲食業 カラオケ　じっきー
京都市中京区 飲食業 口馳八丁　風屋杉原
京都市中京区 飲食業 加夢居
京都市中京区 飲食業 酒処　きみや
京都市中京区 飲食業 鮨　味輝
京都市中京区 飲食業 炭火居酒屋　田村よしたか
京都市中京区 飲食業 高瀬川二条苑
京都市中京区 飲食業 たつのすけ
京都市中京区 飲食業 たべのみ家　くりぼん
京都市中京区 飲食業 鳥やくし
京都市中京区 飲食業 ひまわり
京都市中京区 飲食業 洋食　ぼんじゅーる
京都市中京区 飲食業 ワインと串揚げ　こぱん烏丸
京都市中京区 飲食業 ワインと串揚げ　こぱん先斗町
京都市中京区 飲食業 株式会社　有喜屋
京都市中京区 飲食業 株式会社グラマラスフード
京都市中京区 飲食業 盛司 
京都市中京区 飲食業 Bar TWO
京都市中京区 飲食業 BISTRO ELGINO
京都市中京区 飲食業 Bruno
京都市中京区 飲食業 Cafe&Bar Refrain
京都市中京区 飲食業 Chinese　Restaurant　彩 sai-en 宴
京都市中京区 飲食業 ＣＨＩＮＯＮ
京都市中京区 飲食業 imari株式会社
京都市中京区 飲食業 Mew’z cafe
京都市中京区 飲食業 Mezopotamia
京都市中京区 飲食業 ORENO PAN 烏丸本店
京都市中京区 飲食業 ORENO PAN 円町店
京都市中京区 飲食業 SAKE BUMPY!
京都市中京区 飲食業 Trattoria LaVoce
京都市中京区 飲食業 イタリア食堂910
京都市中京区 飲食業 いっかくじゅう四条新町店
京都市中京区 飲食業 一品香
京都市中京区 飲食業 イルフィーロ
京都市中京区 飲食業 エゴイスト
京都市中京区 飲食業 エヌアンドエムドーナツ株式会社
京都市中京区 飲食業 おすしやさん阿久根
京都市中京区 飲食業 (株)Wanowa　臼松
京都市中京区 飲食業 株式会社 Fukumimi
京都市中京区 飲食業 がぶり
京都市中京区 飲食業 かめはめは
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京都市中京区 飲食業 きみや
京都市中京区 飲食業 京料理　祥風楼
京都市中京区 飲食業 酒菜米べゑ
京都市中京区 飲食業 新 三浦
京都市中京区 飲食業 スター食堂株式会社
京都市中京区 飲食業 たこ焼京の華
京都市中京区 飲食業 日常
京都市中京区 飲食業 バー　コルドンノワール
京都市中京区 飲食業 麩屋町うね乃
京都市中京区 飲食業 ほっこり家千歩
京都市中京区 飲食業 舛之矢
京都市中京区 飲食業 麺屋 七福神　四条大宮店
京都市中京区 飲食業 麺屋 七福神　二条城前店
京都市中京区 飲食業 やきとり大吉二条店
京都市中京区 飲食業 洋食の店　ITADAKI円町店
京都市中京区 飲食業 レストランヴェール・プレ
京都市中京区 飲食業 和鉄板ぞろんぱ
京都市中京区 飲食業 一子相伝 なかむら
京都市中京区 飲食業 一政
京都市中京区 飲食業 株式会社 たん熊北店本店
京都市中京区 飲食業 株式会社　幾松
京都市中京区 飲食業 株式会社 大黒屋
京都市中京区 飲食業 株式会社 拓宅
京都市中京区 飲食業 株式会社 本家 鳥初
京都市中京区 飲食業 株式会社cloud
京都市中京区 飲食業 株式会社Enoliteca I'Bini
京都市中京区 飲食業 株式会社FATE
京都市中京区 飲食業 株式会社ＫＯＴＯＳＨＩ
京都市中京区 飲食業 株式会社SIP
京都市中京区 飲食業 株式会社イルヴィアーレ
京都市中京区 飲食業 株式会社かに道楽京都本店
京都市中京区 飲食業 株式会社くろちく百足屋
京都市中京区 飲食業 株式会社ジャパンディア
京都市中京区 飲食業 株式会社バルテック
京都市中京区 飲食業 株式会社ミュンヘン
京都市中京区 飲食業 株式会社リーフ・パブリケーションズ
京都市中京区 飲食業 株式会社権太呂四条本店
京都市中京区 飲食業 株式会社本家田毎
京都市中京区 飲食業 魚棚 ふみ文
京都市中京区 飲食業 京季節料理　凛月
京都市中京区 飲食業 京料理　やまの
京都市中京区 飲食業 旬菜ここ彩
京都市中京区 飲食業 先斗町 禊川
京都市中京区 飲食業 相撲茶屋 大関
京都市中京区 飲食業 草庵
京都市中京区 飲食業 鉄板焼 世都
京都市中京区 飲食業 鉄板焼き　甘味処よこやま
京都市中京区 飲食業 二傳株式会社
京都市中京区 飲食業 瓢亭MARU
京都市中京区 飲食業 味処あきよし
京都市中京区 飲食業 夢や
京都市中京区 飲食業 有限会社かじ
京都市中京区 飲食業 有限会社らくちん
京都市中京区 飲食業 有限会社昌栄庵
京都市中京区 飲食業 龍馬
京都市中京区 飲食業 AZURE
京都市中京区 飲食業 BELLOTA muamua
京都市中京区 飲食業 dish in たけむら
京都市中京区 飲食業 GYOZA OHSHO 烏丸御池店
京都市中京区 飲食業 KEMURI -mist jungle-
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京都市中京区 飲食業 La Plage
京都市中京区 飲食業 LOFT101　京都店
京都市中京区 飲食業 Noku Café
京都市中京区 飲食業 アイリッシュパブ フィールド
京都市中京区 飲食業 お野菜と串ばる炭焼ろまん家 御所南店
京都市中京区 飲食業 お食事処　やまびこ
京都市中京区 飲食業 カプリチョーザ河原町OPA店
京都市中京区 飲食業 キッチン秀
京都市中京区 飲食業 京のおばんざい　MORITOSHI 
京都市中京区 飲食業 京もつ鍋　秀寅
京都市中京区 飲食業 コロラド・ゼスト御池店
京都市中京区 飲食業 酒場エビス
京都市中京区 飲食業 スナック　りつこ
京都市中京区 飲食業 炭火焼肉　焼肉の岩さん
京都市中京区 飲食業 そじ坊　京都御池ゼスト店
京都市中京区 飲食業 だんらん
京都市中京区 飲食業 ちゃんぽん亭総本家 二条駅店
京都市中京区 飲食業 ちんたら処　かなすとーた
京都市中京区 飲食業 鉄板焼　仁
京都市中京区 飲食業 とんかつ和幸
京都市中京区 飲食業 東山茶庵 ゼスト御池店
京都市中京区 飲食業 ヒカリユラリ
京都市中京区 飲食業 前田珈琲　本店
京都市中京区 飲食業 松阪牛焼肉のGANSAN 先斗町別邸
京都市中京区 飲食業 焼きそば専門店
京都市中京区 飲食業 洋麺屋五右衛門
京都市中京区 飲食業 れんこんや
京都市中京区 飲食業 ワインバー タストヴァン season4
京都市中京区 飲食業 渡半
京都市中京区 飲食業 花芭蕉
京都市中京区 飲食業 割烹恵比寿
京都市中京区 飲食業 丸福錦店
京都市中京区 飲食業 丸福本店
京都市中京区 飲食業 吉祥菓寮　京都四条店
京都市中京区 飲食業 魚民　丸太町駅前店
京都市中京区 飲食業 魚民　三条河原町店
京都市中京区 飲食業 魚民　四条大宮東口駅前店
京都市中京区 飲食業 串しずか　河原町蛸薬師店
京都市中京区 飲食業 串しずかスタンド
京都市中京区 飲食業 串屋 長右衛門
京都市中京区 飲食業 虎亭虎亭
京都市中京区 飲食業 再会酒場
京都市中京区 飲食業 山内農場　烏丸御池駅前店
京都市中京区 飲食業 若狭家　三条店
京都市中京区 飲食業 若狭家　河原町店
京都市中京区 飲食業 前田珈琲　御池店
京都市中京区 飲食業 前田珈琲　マンガミュージアム店
京都市中京区 飲食業 前田珈琲　文博店
京都市中京区 飲食業 茶房 前田
京都市中京区 飲食業 直志庵
京都市中京区 飲食業 土間土間　木屋町三条店
京都市中京区 飲食業 匹十
京都市中京区 飲食業 瓢斗　四条烏丸店
京都市中京区 飲食業 風景
京都市中京区 飲食業 料理なか善
京都市中京区 飲食業 餃子の王将 河原町三条店
京都市中京区 飲食業 餃子の王将 河原町店
京都市中京区 飲食業 餃子の王将 三条店
京都市中京区 飲食業 餃子の王将 四条大宮店
京都市中京区 飲食業 餃子の王将 府庁前店



ステッカー交付一覧（2021/02/19）
所在地（市区町村） 業種区分 店舗・事業所名

京都市中京区 飲食業 ＢＡＲ　ＮＥＸＴ
京都市中京区 飲食業 bell KYOTO
京都市中京区 飲食業 Benjamin Steakhouse 京都
京都市中京区 飲食業 BULLDOG
京都市中京区 飲食業 cafe and bar Off Time
京都市中京区 飲食業 GG
京都市中京区 飲食業 IRISH PUB WISTERIA
京都市中京区 飲食業 le club Jazz
京都市中京区 飲食業 Lemonede by Lemonica 立誠ガーデンヒューリック京都店
京都市中京区 飲食業 ＬＵＶ
京都市中京区 飲食業 Non　Alcohol　Bar
京都市中京区 飲食業 ＳＡＮＯＡ株式会社
京都市中京区 飲食業 SEKAIYA
京都市中京区 飲食業 Soul(s)kyoto
京都市中京区 飲食業 The Highbury
京都市中京区 飲食業 THE ROCKIN’ HEART S
京都市中京区 飲食業 青いけ
京都市中京区 飲食業 アランチーノ京都ホテルオークラ
京都市中京区 飲食業 円町スタンドココカラ
京都市中京区 飲食業 おいしいものや　すぎのこ亭
京都市中京区 飲食業 お好み焼 とんちんかん
京都市中京区 飲食業 お好み焼はここやねん四条河原町店
京都市中京区 飲食業 お好み焼はここやねん四条大宮店
京都市中京区 飲食業 カプリチョーザ河原町VOX店
京都市中京区 飲食業 がんこフードサービス株式会社京都三条本店
京都市中京区 飲食業 ざんぐり 四富
京都市中京区 飲食業 太陽カレー
京都市中京区 飲食業 トラットリア ラ パーチェ
京都市中京区 飲食業 にこみや岳
京都市中京区 飲食業 ノスタルジア
京都市中京区 飲食業 ピザ・リトルパーティー千本二条店
京都市中京区 飲食業 まんざら亭　NISHIKI店
京都市中京区 飲食業 まんざら亭　三条高倉店
京都市中京区 飲食業 まんざら亭　先斗町店
京都市中京区 飲食業 まんざら本店
京都市中京区 飲食業 ムゲン食堂京都河原町
京都市中京区 飲食業 リストランテ　ストラーダ
京都市中京区 飲食業 レストラン縁
京都市中京区 飲食業 一蘭本社ビル
京都市中京区 飲食業 花たぬき河原町店
京都市中京区 飲食業 花たぬき御池店
京都市中京区 飲食業 株式会社ヴォルガ ブランブリュン
京都市中京区 飲食業 株式会社オルト
京都市中京区 飲食業 株式会社カケザン
京都市中京区 飲食業 株式会社ニュータカラ先斗町多から
京都市中京区 飲食業 株式会社フクナガ
京都市中京区 飲食業 株式会社ムレスナティーハウス京都
京都市中京区 飲食業 株式会社本家　尾張屋
京都市中京区 飲食業 ㈱やげん堀グループ
京都市中京区 飲食業 喫茶クリスタル
京都市中京区 飲食業 更科本店
京都市中京区 飲食業 旬菜ダイニングe-とこ屋
京都市中京区 飲食業 旬菜鮮魚ばんけっと
京都市中京区 飲食業 職員会館かもがわ
京都市中京区 飲食業 棲家
京都市中京区 飲食業 棲家　三条
京都市中京区 飲食業 棲家　富小路
京都市中京区 飲食業 担担烏丸店
京都市中京区 飲食業 無添くら寿司　二条店
京都市中京区 飲食業 Fuji屋　京色



ステッカー交付一覧（2021/02/19）
所在地（市区町村） 業種区分 店舗・事業所名

京都市中京区 飲食業 ウェスタンバー　メサ
京都市中京区 飲食業 京都ステーキ南大門錦店
京都市中京区 飲食業 京都焼肉・ホルモン南大門　寺町店
京都市中京区 飲食業 創作料理　壮樹
京都市中京区 飲食業 トリヒラートコーヒー
京都市中京区 飲食業 本田亭
京都市中京区 飲食業 柳家
京都市中京区 飲食業 お出汁とおばんざいmusubu
京都市中京区 飲食業 ガールズバーAQUA
京都市中京区 飲食業 かばはうすホールディングス㈱
京都市中京区 飲食業 京町屋おばんざいこはく
京都市中京区 飲食業 信濃村
京都市中京区 飲食業 スタンドうみねこ コト
京都市中京区 飲食業 天ぷらと和酒　亀亀
京都市中京区 飲食業 日本酒ハイボールアテ巻きnyoi
京都市中京区 飲食業 株式会社藤や
京都市中京区 飲食業 京都なだ万賓館
京都市中京区 飲食業 梅の花京都烏丸店
京都市中京区 飲食業 (株)セカンドステージ
京都市中京区 飲食業 イタリアンクアトロ四条烏丸店
京都市中京区 飲食業 カフェ　ビストロ　オーボンモルソー
京都市中京区 飲食業 くいしんぼ
京都市中京区 飲食業 スイーツパラダイス京都河原町店
京都市中京区 飲食業 寿司　松葉
京都市中京区 飲食業 それから
京都市中京区 飲食業 焼肉リン
京都市中京区 飲食業 株式会社三嶋亭
京都市中京区 飲食業 喫茶てふてふ
京都市中京区 飲食業 神泉苑平八
京都市中京区 飲食業 有限会社　めん坊フーズ
京都市中京区 飲食業 有限会社山岡　・竹仙
京都市中京区 飲食業 アサヒフードクリエイト株式会社 スーパードライ京都店
京都市中京区 飲食業 アモーレ倶楽部
京都市中京区 飲食業 お料理 めなみ
京都市中京区 飲食業 カリテ
京都市中京区 飲食業 めんや美鶴
京都市中京区 飲食業 京料理釣生洲
京都市中京区 飲食業 お食事処  ハ起庵
京都市中京区 飲食業 H du Pont アッシュデュポント
京都市中京区 飲食業 il fera jour
京都市中京区 飲食業 mishimoshi.com株式会社・SINLESS LABO FOOD DESIGN
京都市中京区 飲食業 YURURI
京都市中京区 飲食業 居酒屋　八朔
京都市中京区 飲食業 イタリアン酒場COVO
京都市中京区 飲食業 御肉処　銀閣寺　大西
京都市中京区 飲食業 喫茶　悠美
京都市中京区 飲食業 志満
京都市中京区 飲食業 スナック　てる
京都市中京区 飲食業 スマート珈琲店
京都市中京区 飲食業 天丼　竹田津亭
京都市中京区 飲食業 鳥貴族　二条店
京都市中京区 飲食業 直會撰
京都市中京区 飲食業 はげつう
京都市中京区 飲食業 八百一本館内　コーヒーショップキヨスク
京都市中京区 飲食業 八百一本館内　シーズン
京都市中京区 飲食業 八百一本館内　ベーカリー　ザ・ブレッド
京都市中京区 飲食業 八百一本館内　レストラン　きょうのおかず
京都市中京区 飲食業 八百一本館内　レストラン　セイボリー
京都市中京区 飲食業 ビストロ ラ・ブークル
京都市中京区 飲食業 ベトナム料理コムゴン 京都
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所在地（市区町村） 業種区分 店舗・事業所名

京都市中京区 飲食業 紫洸
京都市中京区 飲食業 めん房 やまもと 
京都市中京区 飲食業 花まつり
京都市中京区 飲食業 花心亭みのこう
京都市中京区 飲食業 株式会社 Mundo Rico
京都市中京区 飲食業 株式会社　梅むら
京都市中京区 飲食業 株式会社ラグインターナショナルミュージック／Live Spot RAG
京都市中京区 飲食業 株式会社リバリュース　地魚食堂鯛之鯛　京都烏丸店
京都市中京区 飲食業 喫茶フレンズ
京都市中京区 飲食業 合同会社JTS
京都市中京区 飲食業 渡辺屋
京都市中京区 飲食業 アークホテル京都　3階　ミーティングルーム
京都市中京区 飲食業 アークホテル京都　京料理　味舞
京都市中京区 飲食業 遊旬　きん安
京都市中京区 飲食業 郁兵衛
京都市中京区 飲食業 カフェコチ
京都市中京区 飲食業 大黒屋
京都市中京区 飲食業 たこ焼　こいのぼり
京都市中京区 飲食業 錦さい菜
京都市中京区 飲食業 濱喜久
京都市中京区 飲食業 京料理　二條ふじ田
京都市中京区 飲食業 AKKUN’S
京都市中京区 飲食業 BAR＆DESIGN　志門
京都市中京区 飲食業 DECO　cafe　パラレルワールド
京都市中京区 飲食業 Libre's
京都市中京区 飲食業 OCEAN（オーシャン）
京都市中京区 飲食業 PAUSE
京都市中京区 飲食業 一串串
京都市中京区 飲食業 おばん菜　いち好
京都市中京区 飲食業 京のおへそ
京都市中京区 飲食業 京のじどり屋　晃
京都市中京区 飲食業 さかな　波波
京都市中京区 飲食業 すし善
京都市中京区 飲食業 スナック　マノン
京都市中京区 飲食業 にく処　おおた
京都市中京区 飲食業 美味　旬菜　和馬
京都市中京区 飲食業 ル・グランブルー
京都市中京区 飲食業 担担麺　胡　円町店
京都市中京区 飲食業 いきなりステーキ京都河原町三条店
京都市中京区 飲食業 いも松木屋町店
京都市中京区 飲食業 サロンドロワイヤル京都
京都市中京区 飲食業 鉄板焼　キュウゾウ
京都市中京区 飲食業 ばちや木屋町店
京都市中京区 飲食業 ムレスナティーハウス京都
京都市中京区 飲食業 旬彩バル イベリコ
京都市中京区 飲食業 和食房 つるや 勇寿
京都市中京区 飲食業 Brisket RONY
京都市中京区 飲食業 Cucina Italiana　東洞
京都市中京区 飲食業 DINING＋CAFE&BAR　閏
京都市中京区 飲食業 V ZONE
京都市中京区 飲食業 京一本店
京都市中京区 飲食業 ぎょうざ処  亮昌　新風館店
京都市中京区 飲食業 京タケ善哉
京都市中京区 飲食業 ごはんや
京都市中京区 飲食業 酒菜柚家
京都市中京区 飲食業 シチサンカレー
京都市中京区 飲食業 大八寿司
京都市中京区 飲食業 はふう　本店
京都市中京区 飲食業 弥さしさ　大島
京都市中京区 飲食業 株式会社ちきりや
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京都市中京区 飲食業 酒場 たいげん
京都市中京区 飲食業 小松食堂
京都市中京区 飲食業 ９o`clock
京都市中京区 飲食業 Ｂａｒ あん
京都市中京区 飲食業 沖縄ダイニング　PEPPER
京都市中京区 飲食業 三條尾張屋
京都市中京区 飲食業 スプリングバレーブルワリー株式会社
京都市中京区 飲食業 天ぷら　東山
京都市中京区 飲食業 フィゲラス　烏丸店
京都市中京区 飲食業 le Dessin
京都市中京区 飲食業 Take　Bar
京都市中京区 飲食業 昭月
京都市中京区 飲食業 日本料理　京甲屋
京都市中京区 飲食業 京料理　乃ぶお
京都市中京区 飲食業 タナカコーヒー河原町店
京都市中京区 飲食業 佳久
京都市中京区 飲食業 coffret d' amitie
京都市中京区 飲食業 SOU
京都市中京区 飲食業 酒とお料理　つぐ
京都市中京区 飲食業 食童　箸ずめ
京都市中京区 飲食業 東洞院SOU
京都市中京区 飲食業 牛京 先斗町　別邸
京都市中京区 飲食業 逸品　さかい
京都市中京区 飲食業 茂盛菜館
京都市中京区 飲食業 まゝや
京都市中京区 飲食業 彩味 たき井
京都市中京区 飲食業 茶香房長竹
京都市中京区 飲食業 龍馬三条烏丸
京都市中京区 飲食業 京料理かじ
京都市中京区 飲食業 先斗町もつ鍋　亀八別館
京都市中京区 飲食業 押小路悠貴
京都市中京区 飲食業 京料理・すし・ふぐ料理
京都市中京区 飲食業 京料理藤本
京都市中京区 飲食業 ModernTimes
京都市中京区 飲食業 祇園にしかわ
京都市中京区 飲食業 クースクース
京都市中京区 飲食業 KITCHEN BAR エイト
京都市中京区 飲食業 ごちそう　紫陽
京都市中京区 飲食業 京四季庵
京都市中京区 飲食業 串カツぼて 
京都市中京区 飲食業 Bar高木初
京都市中京区 飲食業 satonchi
京都市中京区 飲食業 がじゅ丸
京都市中京区 飲食業 チャーミングチャーハン
京都市中京区 飲食業 雪梅花　菜根譚　蛸薬師
京都市中京区 飲食業 株式会社たん熊北店
京都市中京区 飲食業 中川酒店木屋町店
京都市中京区 飲食業 麺彩さくら食堂
京都市中京区 飲食業 麺房　美よし
京都市中京区 飲食業 はっすんば
京都市中京区 飲食業 海鮮処　わたなべや
京都市中京区 飲食業 海鮮処 一
京都市中京区 飲食業 錦そや
京都市中京区 飲食業 先斗町ことし
京都市中京区 飲食業 いも蛸なんきん　Smile curry
京都市中京区 飲食業 欧風土鍋スープカレー近江屋清右衛門
京都市中京区 飲食業 三条パクチー
京都市中京区 飲食業 じじばば木馬亭
京都市中京区 飲食業 土鍋スープカレー近江屋清右衛門
京都市中京区 飲食業 らびっと倶楽部
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京都市中京区 飲食業 博多もつ鍋やまや　京都木屋町店
京都市中京区 飲食業 炉端焼 高知 
京都市中京区 飲食業 イタリア食堂モダンタイムス
京都市中京区 飲食業 お好み焼きひのき四条烏丸店
京都市中京区 飲食業 こ豆や 錦店
京都市中京区 飲食業 北京料理 華友菜館
京都市中京区 飲食業 和伊創作　十彩
京都市中京区 飲食業 ディビーナ京都
京都市中京区 飲食業 フィエスタ河原町
京都市中京区 飲食業 フランス料理　レジョン
京都市中京区 飲食業 やちむん
京都市中京区 飲食業 焼肉　大仙　本店
京都市中京区 飲食業 葱屋平吉先斗町店
京都市中京区 飲食業 エール室町
京都市中京区 飲食業 マブルーハラルダイニング
京都市中京区 飲食業 河道屋銀華
京都市中京区 飲食業 左近太郎　本店
京都市中京区 飲食業 肉料理おか
京都市中京区 飲食業 Coffee Base KANONDO
京都市中京区 飲食業 grand-bar
京都市中京区 飲食業 Teppan Steak House 青山
京都市中京区 飲食業 Teppandining L'ajitto
京都市中京区 飲食業 カフェ･フロリアン
京都市中京区 飲食業 ネパール料理 ヤク＆イエティ
京都市中京区 飲食業 庵山頭火
京都市中京区 飲食業 京料理　松長
京都市中京区 飲食業 室町二條みのや
京都市中京区 飲食業 旬菜鮮魚さんじ
京都市中京区 飲食業 食べもん家　まっさん
京都市中京区 飲食業 呑喜屋むね
京都市中京区 飲食業 Bar　CASK
京都市中京区 飲食業 BAR HOP SEED
京都市中京区 飲食業 Mr. Maurice's Italian
京都市中京区 飲食業 PIOPIKO
京都市中京区 飲食業 Roof Top Bar
京都市中京区 飲食業 Stumptown Coffee Roasters
京都市中京区 飲食業 THE RUGBY CLUB KYOTO
京都市中京区 飲食業 いっ福café
京都市中京区 飲食業 イルキャンティ河原町三条店
京都市中京区 飲食業 インド料理ケララ
京都市中京区 飲食業 八起庵
京都市中京区 飲食業 ようしん
京都市中京区 飲食業 リストランテ・タントタント
京都市中京区 飲食業 越後秘蔵麺無尽蔵　京都二条家
京都市中京区 飲食業 京のＳＡＫＥＳＯＲＡ
京都市中京区 飲食業 biji
京都市中京区 飲食業 HUB三条木屋町店
京都市中京区 飲食業 J.S.BURGERS CAFE 京都店
京都市中京区 飲食業 old school
京都市中京区 飲食業 コメダ珈琲店 京都二条駅前店
京都市中京区 飲食業 コンケン
京都市中京区 飲食業 たん弥 
京都市中京区 飲食業 ノーマジーン
京都市中京区 飲食業 焼き肉　天照杉
京都市中京区 飲食業 やすべえ
京都市中京区 飲食業 京の居酒屋　ぽんと
京都市中京区 飲食業 十二段家有限会社（丸太町十二段家）
京都市中京区 飲食業 ＢＥＥＲ　ＰＵＢ　ＩＣＨＩ－ＹＡ
京都市中京区 飲食業 ENIGMA　Aflo
京都市中京区 飲食業 アイリッシュパブ ダブリン
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京都市中京区 飲食業 縁と縁
京都市中京区 飲食業 お好み焼きゆあさ
京都市中京区 飲食業 ギア専用劇場
京都市中京区 飲食業 祇園　鹿六
京都市中京区 飲食業 スナック浜
京都市中京区 飲食業 セゾンドセツコ京都ショコラトリー
京都市中京区 飲食業 ひより
京都市中京区 飲食業 めしや宮本むなし　御池店
京都市中京区 飲食業 雅庵　京都六角
京都市中京区 飲食業 京都豆八
京都市中京区 飲食業 御所南かまた
京都市中京区 飲食業 手打ち　花もも
京都市中京区 飲食業 世界の山ちゃん　河原町店
京都市中京区 飲食業 世界の山ちゃん　三条木屋町店
京都市中京区 飲食業 アガリヤ
京都市中京区 飲食業 パティスリー　洛甘舎
京都市中京区 飲食業 鳥茂
京都市中京区 飲食業 sumiyaki燈（あかり）
京都市中京区 飲食業 じぷしーはうす二条
京都市中京区 飲食業 ブラン・ピエール
京都市中京区 飲食業 炭火串焼とりと　河原町三条店
京都市中京区 飲食業 炭火串焼とりと　四条烏丸店
京都市中京区 飲食業 BAR志庵
京都市中京区 飲食業 cafe Ｂの階段
京都市中京区 飲食業 灯
京都市中京区 飲食業 粋
京都市中京区 飲食業 スタンドバイミー
京都市中京区 飲食業 タリーズコーヒー京都寺町通り店
京都市中京区 飲食業 どんぐり四条河原町店
京都市中京区 飲食業 プレマルシェ・オルタナティブ・ダイナー
京都市中京区 飲食業 プレマルシェ・ジェラテリア
京都市中京区 飲食業 陽
京都市中京区 飲食業 河久
京都市中京区 飲食業 茶房白い花
京都市中京区 飲食業 焼鳥　おこし 
京都市中京区 飲食業 BANSAN　京色
京都市中京区 飲食業 cafe奏
京都市中京区 飲食業 Gottie's　BEEF
京都市中京区 飲食業 KYOTO KEIZO BAKERY
京都市中京区 飲食業 KYOTO KEIZO OKASHI
京都市中京区 飲食業 Sweets Cafe KYOTO KEIZO
京都市中京区 飲食業 いろめし　黒川
京都市中京区 飲食業 かしわ
京都市中京区 飲食業 パンの田島　新京極店
京都市中京区 飲食業 ミサキ
京都市中京区 飲食業 もみじ
京都市中京区 飲食業 京都勝牛
京都市中京区 飲食業 四季　よし菜
京都市中京区 飲食業 四季の味　浜町
京都市中京区 飲食業 勝天
京都市中京区 飲食業 星乃珈琲店　四条河原町店
京都市中京区 飲食業 鳥せゑ蛸薬師店
京都市中京区 飲食業 土佐屋室戸
京都市中京区 飲食業 肉料理かなえ
京都市中京区 飲食業 HaLeResort Dining&bar  （ハレリゾートダイニングバー）
京都市中京区 飲食業 イカリヤ５２３
京都市中京区 飲食業 さかぶくろ
京都市中京区 飲食業 酒･鳥・旬菜　やすい直
京都市中京区 飲食業 チンクエイカリヤ
京都市中京区 飲食業 どんぐり三条木屋町店
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京都市中京区 飲食業 ふくすけウィングス京都店
京都市中京区 飲食業 まめちか
京都市中京区 飲食業 麺屋　優光
京都市中京区 飲食業 焼肉の品川亭
京都市中京区 飲食業 喜Bun上Jo
京都市中京区 飲食業 京焼肉新　先斗町店
京都市中京区 飲食業 京都牛懐石　稲石
京都市中京区 飲食業 京都牛懐石　稲吉
京都市中京区 飲食業 焼肉食べ放題やる気　四条河原町店
京都市中京区 飲食業 鉄亭
京都市中京区 飲食業 乍旨司
京都市中京区 飲食業 肉バル銀次郎　烏丸御池本店
京都市中京区 飲食業 福助西陣店
京都市中京区 飲食業 DAIJO
京都市中京区 飲食業 Gottie's　BEEF　四条木屋町店
京都市中京区 飲食業 la papaye verte
京都市中京区 飲食業 いづつ家三条店
京都市中京区 飲食業 オステリアバスティーユ
京都市中京区 飲食業 勝天　先斗町店
京都市中京区 飲食業 割烹　凪
京都市中京区 飲食業 キッズカフェ　ティーサロン　メリーゴーランド
京都市中京区 飲食業 京都勝牛　河原町店
京都市中京区 飲食業 京都勝牛　寺町京極店
京都市中京区 飲食業 京都勝牛　先斗町店
京都市中京区 飲食業 スイーツパラダイス四条河原町店
京都市中京区 飲食業 蕎麦　たつ市
京都市中京区 飲食業 祇園京料理花咲　錦店
京都市中京区 飲食業 焼肉まるいち
京都市中京区 飲食業 焼肉屋　大将
京都市中京区 飲食業 馳走いなせや
京都市中京区 飲食業 麺毅家　本店
京都市中京区 飲食業 Bar 52 
京都市中京区 飲食業 Charcoal
京都市中京区 飲食業 アームドゥギャルソン
京都市中京区 飲食業 じぶんどき　京都三条大橋店
京都市中京区 飲食業 ステーキハウス　听　京都本店
京都市中京区 飲食業 にのまる
京都市中京区 飲食業 ロータス 
京都市中京区 飲食業 夷川鮨すずか
京都市中京区 飲食業 烏丸ワイン食堂Babu!
京都市中京区 飲食業 熟成焼肉　听　四条大宮店
京都市中京区 飲食業 大志亭　木屋町店
京都市中京区 飲食業 大當両
京都市中京区 飲食業 鉄板ダイニングGARYU
京都市中京区 飲食業 友輪
京都市中京区 飲食業 六傳屋　先斗町店
京都市中京区 飲食業 BeerMan
京都市中京区 飲食業 CHABUCHABU京都三条
京都市中京区 飲食業 KICHIRI河原町店
京都市中京区 飲食業 MOON and BACK
京都市中京区 飲食業 あーぐうる
京都市中京区 飲食業 にこみ食堂 木むら
京都市中京区 飲食業 六角酒場ちゃぶちゃぶ
京都市中京区 飲食業 Lino
京都市中京区 飲食業 個室焼肉　558　コシツヤキニク　ゴッコヤ
京都市中京区 飲食業 mumurik
京都市中京区 飲食業 居酒屋ニュータコヤクシ
京都市中京区 飲食業 居酒屋ニュー大文字
京都市中京区 飲食業 Ace cafe
京都市中京区 飲食業 Cafe&Lounge SHAVA LIVA
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京都市中京区 飲食業 Premium Wagyu Beef SHIBATA
京都市中京区 飲食業 Sunny
京都市中京区 飲食業 カフェ＆ランチKADO
京都市中京区 飲食業 京都北白川ラーメン魁力屋河原町三条店
京都市中京区 飲食業 すき家 河原町三条店
京都市中京区 飲食業 なかい家
京都市中京区 飲食業 ノルマンディー河原町店
京都市中京区 飲食業 ひばり
京都市中京区 飲食業 フィオリスカ
京都市中京区 飲食業 やよい軒 河原町三条店
京都市中京区 飲食業 花八代
京都市中京区 飲食業 株式会社きちりホールディングス
京都市中京区 飲食業 甘味処月ヶ瀬　堺町店
京都市中京区 飲食業 喜楽亭
京都市中京区 飲食業 京串揚げ　どうぞっ！
京都市中京区 飲食業 京串揚げとお酒　あいよっ！　丸太町店
京都市中京区 飲食業 京串揚げとお酒　あいよっ！　三条富小路店
京都市中京区 飲食業 饗応 元
京都市中京区 飲食業 志津屋　三条店
京都市中京区 飲食業 中華料理 雄 河原町店
京都市中京区 飲食業 万豚記
京都市中京区 飲食業 麺屋キラメキ -京都三条-
京都市中京区 飲食業 有限会社クロシェット
京都市中京区 飲食業 珉珉　三条店
京都市中京区 飲食業 Dare-yame
京都市中京区 飲食業 HARUKA HOUSE
京都市中京区 飲食業 M Salute 31
京都市中京区 飲食業 Novecchio円町
京都市中京区 飲食業 TOMOE
京都市中京区 飲食業 アルファ カフェ
京都市中京区 飲食業 イスタンブールサライ
京都市中京区 飲食業 おざぶ
京都市中京区 飲食業 コメダ珈琲店 河原町三条店
京都市中京区 飲食業 つる庵
京都市中京区 飲食業 みちのく
京都市中京区 飲食業 芋蔵　京都木屋町店
京都市中京区 飲食業 韓国料理　遊人亭
京都市中京区 飲食業 京都　一の傳
京都市中京区 飲食業 京都四条くをん
京都市中京区 飲食業 秋吉河原町店
京都市中京区 飲食業 焼肉・ステーキ　牛々亭
京都市中京区 飲食業 焼肉どうらく　京都六角通り店
京都市中京区 飲食業 八光
京都市中京区 飲食業 麺処美松
京都市中京区 飲食業 余志屋
京都市中京区 飲食業 丼丸　京の魚河岸　三条本店
京都市中京区 飲食業 丼丸　京の魚河岸　堀川紫明店
京都市中京区 飲食業 京・鴨料理はじめ
京都市中京区 飲食業 LIBERTE  PATISSERIE  BOULANGERIE　京都店
京都市中京区 飲食業 THE ALLEY 四条店
京都市中京区 飲食業 イタリア料理　ラ・ロカンダ
京都市中京区 飲食業 イノダコーヒ　三条支店
京都市中京区 飲食業 イノダコーヒ　本店
京都市中京区 飲食業 うまいもんや室町応援団
京都市中京区 飲食業 うまいもんや西院応援団
京都市中京区 飲食業 キムチのミズノ
京都市中京区 飲食業 割烹市川
京都市中京区 飲食業 京ゆば処　静家　二条城店
京都市中京区 飲食業 錦　おぶや
京都市中京区 飲食業 三条猪熊　町屋カフェ　檸檬
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京都市中京区 飲食業 天下一品三条大橋店
京都市中京区 飲食業 天下一品新京極三条店
京都市中京区 飲食業 天丼まきの京都寺町店
京都市中京区 飲食業 有限会社 晦庵 河道屋
京都市中京区 飲食業 神戸牛 丹山 鉄板焼
京都市中京区 飲食業 so-suワタナベ
京都市中京区 飲食業 カレーハウスCoCo壱番屋京都四条壬生店
京都市中京区 飲食業 京都焼肉en・en
京都市中京区 飲食業 権太呂　四条本店
京都市中京区 飲食業 雪ノ下京都本店
京都市中京区 飲食業 焼き鳥居酒屋どん
京都市中京区 飲食業 Cantina Arco
京都市中京区 飲食業 オードビー
京都市中京区 飲食業 おやつ工房雅
京都市中京区 飲食業 カレーハウスCoCo壱番屋円町店
京都市中京区 飲食業 京野菜×日本酒　Bar　Pick
京都市中京区 飲食業 くしかんざし　久
京都市中京区 飲食業 雑波
京都市中京区 飲食業 肉家　桜真
京都市中京区 飲食業 先斗町ふじ田
京都市中京区 飲食業 ミスター・ヤングメン
京都市中京区 飲食業 ル ナチユレ
京都市中京区 飲食業 レ・シャンドール
京都市中京区 飲食業 ワインバーミュゼ
京都市中京区 飲食業 逸品　はし長
京都市中京区 飲食業 居酒屋じぱんぐ木屋町店
京都市中京区 飲食業 京都野球バー　ラミレス
京都市中京区 飲食業 太郎屋
京都市中京区 飲食業 大戸屋ごはん処　京都錦小路店
京都市中京区 飲食業 大戸屋ごはん処　京都三条鴨川店
京都市中京区 飲食業 日本料理　さかい
京都市中京区 飲食業 柾木
京都市中京区 飲食業 抹茶共和国 京都木屋町店
京都市中京区 飲食業 洋麺屋五右衛門ゼスト御池店
京都市中京区 飲食業 李朝園　京都二条店
京都市中京区 飲食業 和食たか
京都市中京区 飲食業 bar K家 別館 
京都市中京区 飲食業 Bar　コイルアンドレイン
京都市中京区 飲食業 BistroChezMomo
京都市中京区 飲食業 NAKATSUKA
京都市中京区 飲食業 THE KYOTO KITCHEN
京都市中京区 飲食業 アンデパンダン
京都市中京区 飲食業 カラオケスタジオ　ドレドレ
京都市中京区 飲食業 京都ぼてぢゅう
京都市中京区 飲食業 真打　英多朗
京都市中京区 飲食業 トラットリア　サルティンバンコ
京都市中京区 飲食業 にほん酒食堂しずく
京都市中京区 飲食業 べエアメール京都別邸　三条店
京都市中京区 飲食業 ほっこり酒場なごみ家
京都市中京区 飲食業 ほんまもん和牛　肴家　ひらり
京都市中京区 飲食業 レストランおおたや
京都市中京区 飲食業 六角kitchen109
京都市中京区 飲食業 一華
京都市中京区 飲食業 株式会社花登
京都市中京区 飲食業 近江牛焼肉MAWARI河原町店
京都市中京区 飲食業 隈本総合飲食店MAO
京都市中京区 飲食業 酒肴 いさ味
京都市中京区 飲食業 有限会社DAY
京都市中京区 飲食業 (株)KAKEGOE
京都市中京区 飲食業 DRIP&DROP COFFEE SUPPLY 蛸薬師店
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京都市中京区 飲食業 FLY ME TO THE MOON
京都市中京区 飲食業 アイラモヒート
京都市中京区 飲食業 あじ屋
京都市中京区 飲食業 アトリエとも
京都市中京区 飲食業 カフェパラン
京都市中京区 飲食業 カフェレストラン コージー
京都市中京区 飲食業 ティー＆カクテル コトラウンジ
京都市中京区 飲食業 ナンクル食堂
京都市中京区 飲食業 二条城　おはな
京都市中京区 飲食業 二条たかくら　やまもと
京都市中京区 飲食業 バー キャッスルゲート
京都市中京区 飲食業 パパジョンズ 六角店
京都市中京区 飲食業 ビアン
京都市中京区 飲食業 フランス料理 ローズルーム
京都市中京区 飲食業 もつ鍋 利光 -rikoh-
京都市中京区 飲食業 牛すき食べ放題但馬屋ドン・キホーテ河原町店
京都市中京区 飲食業 京料理　ふじ亭
京都市中京区 飲食業 四川料理 蜀江
京都市中京区 飲食業 竹ざき
京都市中京区 飲食業 鉄板ビストロマクロ
京都市中京区 飲食業 鉄板焼 二条
京都市中京区 飲食業 天ぷら 花門
京都市中京区 飲食業 内儀家
京都市中京区 飲食業 二條葵月
京都市中京区 飲食業 日本料理 雲海
京都市中京区 飲食業 (有)堺萬
京都市中京区 飲食業 KFC河原町三条店
京都市中京区 飲食業 MINISOF京都新京極店
京都市中京区 飲食業 ROTA
京都市中京区 飲食業 あじびる1Ｆ 魚心河原町店
京都市中京区 飲食業 あやむや 烏丸店
京都市中京区 飲食業 押小路　岡田
京都市中京区 飲食業 かき屋 錦・大安
京都市中京区 飲食業 カフェ･ド･クリエ京都四条店
京都市中京区 飲食業 サーティワンアイス四条河原町店
京都市中京区 飲食業 さらんばん
京都市中京区 飲食業 タピオカティースタンド
京都市中京区 飲食業 デザート王国
京都市中京区 飲食業 てっぱん
京都市中京区 飲食業 ドトールコーヒー新京極三条店
京都市中京区 飲食業 ひさご寿し
京都市中京区 飲食業 ひさご寿しＪＲ京都伊勢丹店
京都市中京区 飲食業 ひさご寿し高島屋京都店
京都市中京区 飲食業 ポムの樹京都三条店
京都市中京区 飲食業 ワインと炭火焼き　隠家
京都市中京区 飲食業 乙羽
京都市中京区 飲食業 海鮮処 桒籐
京都市中京区 飲食業 株式会社KAKEGOE
京都市中京区 飲食業 京都ステーキ 南大門
京都市中京区 飲食業 幸楽ビル地下1F 焼肉居酒屋TAJIRI
京都市中京区 飲食業 菜酒庵しら木
京都市中京区 飲食業 新京極田ごと
京都市中京区 飲食業 大起水産回転寿司
京都市中京区 飲食業 大黒
京都市中京区 飲食業 炭火ろぐ
京都市中京区 飲食業 鳥貴族三条河原町通店
京都市中京区 飲食業 風見鶏
京都市中京区 飲食業 Agri
京都市中京区 飲食業 fiveran
京都市中京区 飲食業 KITCHEN華
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京都市中京区 飲食業 おめん四条先斗町店
京都市中京区 飲食業 京味処　そわか
京都市中京区 飲食業 グローブマウンテンコーヒー
京都市中京区 飲食業 サーモンキング
京都市中京区 飲食業 マエダダイナスティー
京都市中京区 飲食業 マエダダイナスティー西入ル
京都市中京区 飲食業 焼肉にくしま
京都市中京区 飲食業 ラーメン魁力屋　河原町三条店
京都市中京区 飲食業 ラーメン魁力屋　四条烏丸店
京都市中京区 飲食業 ラーメン魁力屋　西大路西ノ京店
京都市中京区 飲食業 リンガーハット京都四条川原町店
京都市中京区 飲食業 露飯
京都市中京区 飲食業 居酒屋　かもん家
京都市中京区 飲食業 佐くら
京都市中京区 飲食業 炭火ステーキ坂井　烏丸三条店
京都市中京区 飲食業 鉄板みつ喜
京都市中京区 飲食業 大詔閣
京都市中京区 飲食業 京都千丸しゃかりき
京都市中京区 飲食業 京料理立神
京都市中京区 飲食業 町家猫喫茶うたねこ堂
京都市中京区 飲食業 陽食屋トレ
京都市中京区 飲食業 しじみ
京都市中京区 飲食業 Lilou
京都市中京区 飲食業 Y'ｓBURGER
京都市中京区 飲食業 グリル　デミ
京都市中京区 飲食業 チドリアシ
京都市中京区 飲食業 海
京都市中京区 飲食業 株式会社　鳥貴族　木屋町通店
京都市中京区 飲食業 綱や　壬生本店
京都市中京区 飲食業 AIN SOPH. Journey KYOTO
京都市中京区 飲食業 Kyo gastronomy KOZO
京都市中京区 飲食業 o・mo・ya東洞院店
京都市中京区 飲食業 omo cafe
京都市中京区 飲食業 SECONDHOUSEケーキワークス東洞院店
京都市中京区 飲食業 SECONDHOUSE東洞院店
京都市中京区 飲食業 京都千丸しゃかりき（市川工業株式会社）
京都市中京区 飲食業 ビストロタンタシオン
京都市中京区 飲食業 株式会社 アウル
京都市中京区 飲食業 京うな和本店
京都市中京区 飲食業 京都四条　雅
京都市中京区 飲食業 寺町ハンバーグ極楽蜻蛉
京都市中京区 飲食業 Bar orange
京都市中京区 飲食業 COLON
京都市中京区 飲食業 restaurant DOLCH
京都市中京区 飲食業 スペインバル samasama
京都市中京区 飲食業 鶏野郎
京都市中京区 飲食業 やきとり山椒なべ　とり粋
京都市中京区 飲食業 やまだるま
京都市中京区 飲食業 環
京都市中京区 飲食業 佐曽羅 EAST
京都市中京区 飲食業 天ぷら天寅　新風館店
京都市中京区 飲食業 天力 
京都市中京区 飲食業 麺匠 一粒万倍 
京都市中京区 飲食業 BAR DOTs
京都市中京区 飲食業 cocott-α　　ココットアルファ
京都市中京区 飲食業 koe donuts kyoto
京都市中京区 飲食業 LaCCU  
京都市中京区 飲食業 馬舞
京都市中京区 飲食業 餃子処太八
京都市中京区 飲食業 すき焼き　キムラ
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京都市中京区 飲食業 スシロー河原町蛸薬師通り店
京都市中京区 飲食業 たちのみ　京茶や
京都市中京区 飲食業 てっぱんはうす とんとん
京都市中京区 飲食業 花京本舗
京都市中京区 飲食業 メイドカフェCandy
京都市中京区 飲食業 街かど屋　河原町三条店
京都市中京区 飲食業 三木半
京都市中京区 飲食業 農家野菜　ふたご家　京都先斗町
京都市中京区 飲食業 和しょく志喜
京都市中京区 飲食業 Le cadeau 
京都市中京区 飲食業 イタリア家庭料理　オッティモ
京都市中京区 飲食業 カクテルバーナギサクラブ
京都市中京区 飲食業 京都美先
京都市中京区 飲食業 のん亭
京都市中京区 飲食業 ビッグボーイ四条店
京都市中京区 飲食業 ホテルモントレ京都　日本料理「隨縁亭」
京都市中京区 飲食業 やよい軒 京都二条店
京都市中京区 飲食業 株式会社　美濃吉
京都市中京区 飲食業 鎌倉パスタ　ユニゾイン京都河原町四条店
京都市中京区 飲食業 桔梗寿司（桔梗屋）
京都市中京区 飲食業 饗応
京都市中京区 飲食業 然花抄院室町本店
京都市中京区 飲食業 素食カフェ　REN
京都市中京区 飲食業 創作中華　一之舟入
京都市中京区 飲食業 大関西店
京都市中京区 飲食業 魏飯夷堂
京都市中京区 飲食業 ＢＡＲ ＡＴＬＡＮＴＩＳ
京都市中京区 飲食業 sushi time
京都市中京区 飲食業 アターブル
京都市中京区 飲食業 オステリア　センプレ
京都市中京区 飲食業 京都捏製作所
京都市中京区 飲食業 魚の匠 あさきぬ
京都市中京区 飲食業 なか政
京都市中京区 飲食業 プチレストランないとう
京都市中京区 飲食業 らぁ麺 嘉晴
京都市中京区 飲食業 円屋　ハナレ店
京都市中京区 飲食業 円屋　錦高倉店
京都市中京区 飲食業 円屋室町店
京都市中京区 飲食業 三条スタンド たけ屋
京都市中京区 飲食業 室町和久傳
京都市中京区 飲食業 寿司の大野屋
京都市中京区 飲食業 鳥獣戯画
京都市中京区 飲食業 田舎亭
京都市中京区 飲食業 本家　重兵衛
京都市中京区 飲食業 洋食　ふらいぱん
京都市中京区 飲食業 つろく
京都市中京区 飲食業 マカリモカレー
京都市中京区 飲食業 游美
京都市中京区 飲食業 くりきんとん　四条大宮
京都市中京区 飲食業 スナック　コーちゃん
京都市中京区 飲食業 京都ビストロ　ピエールプレシウーズ
京都市中京区 飲食業 地階 稲吉
京都市中京区 飲食業 炉端　螢
京都市中京区 飲食業 Bar　Louis　Liv
京都市中京区 飲食業 Bar　亜弥
京都市中京区 飲食業 Go-En京都三条新町
京都市中京区 飲食業 ICE ROLL FACTORY 寺町店
京都市中京区 飲食業 アガペーハウス
京都市中京区 飲食業 いちよし
京都市中京区 飲食業 韓国料理内房
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京都市中京区 飲食業 はなれ
京都市中京区 飲食業 春水堂　京都木屋町店
京都市中京区 飲食業 心月
京都市中京区 飲食業 AWOMBこころみ
京都市中京区 飲食業 AWOMB烏丸本店
京都市中京区 飲食業 KARAKURI
京都市中京区 飲食業 おりょうり　遊菴
京都市中京区 飲食業 カフェルッカ
京都市中京区 飲食業 スヌーピー茶屋　錦店
京都市中京区 飲食業 テルヌーラ
京都市中京区 飲食業 酒菜食房いち
京都市中京区 飲食業 日本料理櫻川
京都市中京区 飲食業 文久
京都市中京区 飲食業 抹茶スイーツ館カフェ　錦店
京都市中京区 飲食業 ICE ROLL FACTORY
京都市中京区 飲食業 M&M
京都市中京区 飲食業 将月　河原町店
京都市中京区 飲食業 紫雲仙
京都市中京区 飲食業 洋食彩酒アンプリュス
京都市中京区 飲食業 EL BOGAVANTE 346
京都市中京区 飲食業 加茂千
京都市中京区 飲食業 タリーズコーヒー河原町オーパ店
京都市中京区 飲食業 タリーズコーヒー京都三条通り店
京都市中京区 飲食業 メキシコ食堂オラレ
京都市中京区 飲食業 進々堂三条店
京都市中京区 飲食業 きてや 四条大宮店
京都市中京区 飲食業 養老乃瀧円町店
京都市中京区 飲食業 chrome natural wine life
京都市中京区 飲食業 いさみ寿司
京都市中京区 飲食業 フランス料理　シェモア
京都市中京区 飲食業 炭焼やきとり大和
京都市中京区 飲食業 CLUB DESERT
京都市中京区 飲食業 Trattoria Casa Verde
京都市中京区 飲食業 カレーハウスＣＯＣＯ壱番屋　中京区河原町三条店
京都市中京区 飲食業 すき家　円町店
京都市中京区 飲食業 べ　レギューム　ア　ターブル
京都市中京区 飲食業 マダム紅蘭
京都市中京区 飲食業 モスバーガー烏丸御池店
京都市中京区 飲食業 洛旬万菜　こしの
京都市中京区 飲食業 京ちゃんこ・海鮮料理 江戸自慢部屋
京都市中京区 飲食業 はんなり
京都市中京区 飲食業 heich-エイチ-
京都市中京区 飲食業 浜焼ボーイと串カツガール
京都市中京区 飲食業 ル･プチメック御池店
京都市中京区 飲食業 株式会社やげん堀グループ
京都市中京区 飲食業 CAFE＆GALLERY　WAKU
京都市中京区 飲食業 HAPPY STAND KYOTO
京都市中京区 飲食業 Osteria-spagetteria Menya
京都市中京区 飲食業 カプリチョーザ
京都市中京区 飲食業 シナモロールカフェ
京都市中京区 飲食業 株式会社ゲストアップ
京都市中京区 飲食業 焼肉お富
京都市中京区 飲食業 先斗町百練
京都市中京区 飲食業 炭火ぶた串焼き　風味堂
京都市中京区 飲食業 茶BAR
京都市中京区 飲食業 中華料理　千龍　四条大宮店
京都市中京区 飲食業 伏水酒蔵小路 酒蔵
京都市中京区 飲食業 Corno Rosso
京都市中京区 飲食業 味の蔵　奥満笑屋
京都市中京区 飲食業 お好み焼　もんじゃ焼　とんちんかん  
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京都市中京区 飲食業 マユール京都
京都市中京区 飲食業 先斗町 焼肉やまかわ 本店
京都市中京区 飲食業 大起水産回転寿司　河原町三条店
京都市中京区 飲食業 大起水産回転寿司　新京極店
京都市中京区 飲食業 富小路よしまさ
京都市中京区 飲食業 本と野菜 OyOy
京都市中京区 飲食業 elk京都河原町店
京都市中京区 飲食業 居酒屋　かんなり
京都市中京区 飲食業 サンチョ　河原町本店
京都市中京区 飲食業 柳家本店
京都市中京区 飲食業 アイリッシュパブ　ノーム
京都市中京区 飲食業 王記
京都市中京区 飲食業 CUCINA KURAMOCHI
京都市中京区 飲食業 お好み焼　鉄板焼　ひのき　本店
京都市中京区 飲食業 株式会社あさがお
京都市中京区 飲食業 セアブラノ神　壬生本店
京都市中京区 飲食業 マッチャハウス京都河原町
京都市中京区 飲食業 河道屋倖松庵分店
京都市中京区 飲食業 京ラーメン　壬生さだかず
京都市中京区 飲食業 錦　セアブラノ神
京都市中京区 飲食業 両川
京都市中京区 飲食業 NPO法人　衣紋道　雅ゆき
京都市中京区 飲食業 イタリア食堂　ビーコロ
京都市中京区 飲食業 カレーの赤田屋
京都市中京区 飲食業 セ・デュール
京都市中京区 飲食業 タイカレーラーメン   シャム
京都市中京区 飲食業 京花果茶　圓en
京都市中京区 飲食業 志津屋　烏丸御池店
京都市中京区 飲食業 Fantasista
京都市中京区 飲食業 スペインバルSamaSama木屋町店
京都市中京区 飲食業 なか卯　烏丸夷川店
京都市中京区 飲食業 なか卯　円町店
京都市中京区 飲食業 なか卯　河原町三条店
京都市中京区 飲食業 なか卯　二条城店
京都市中京区 飲食業 なか卯JR二条駅前
京都市中京区 飲食業 The House of KI NO BI
京都市中京区 飲食業 二条　厨
京都市中京区 飲食業 ポコアージョ　烏丸丸太町店
京都市中京区 飲食業 ポコアージョ　四条烏丸店
京都市中京区 飲食業 昭和の洋食 弥生
京都市中京区 飲食業 スペインレストラン　アントニオ
京都市中京区 飲食業 大鶴
京都市中京区 飲食業 ごはんBAR健
京都市中京区 飲食業 とんかつ　かつらい
京都市中京区 飲食業 京洋食まつもと
京都市中京区 飲食業 サンマルクカフェ　京都河原町三条店
京都市中京区 飲食業 サンマルクカフェ　京都寺町店
京都市中京区 飲食業 京都スエヒロガリ 
京都市中京区 飲食業 台湾タンパオ
京都市中京区 飲食業 吉野鮓
京都市中京区 飲食業 DEAN & DELUCA
京都市中京区 飲食業 ちゃんこ鍋　逆鉾
京都市中京区 飲食業 フォーンヴィェット
京都市中京区 飲食業 養老軒
京都市中京区 飲食業 旬味　きのした
京都市中京区 飲食業 神乃珈琲京都店
京都市中京区 飲食業 MIZO
京都市中京区 飲食業 たけとこ
京都市中京区 飲食業 ほっかほっか亭 円町店
京都市中京区 飲食業 ハロードーリィ
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京都市中京区 飲食業 京つけめん　つるかめ六角
京都市中京区 飲食業 びっくりドンキー河原町三条店
京都市中京区 飲食業 シンギュラー
京都市中京区 飲食業 Cafe&Bar Nabe
京都市中京区 飲食業 紫野和久傳　堺町店
京都市中京区 飲食業 ほいっぽ
京都市中京区 飲食業 なな治
京都市中京区 飲食業 串スタンド
京都市中京区 飲食業 イタリアンバルTreotto四条大宮店
京都市中京区 飲食業 松屋　京都三条店
京都市中京区 飲食業 松屋　堀川丸太町店
京都市中京区 飲食業 松屋　河原町店
京都市中京区 飲食業 海老バル　キッチンorigami
京都市中京区 飲食業 立ち飲み処origami
京都市中京区 飲食業 唐揚げとコロッケorigami
京都市中京区 飲食業 NONSTYLE
京都市中京区 飲食業 なか卯　四条壬生店
京都市中京区 飲食業 slurp
京都市中京区 飲食業 辛獅子
京都市中京区 飲食業 ヴィエルジュ
京都市中京区 飲食業 香蘭
京都市中京区 飲食業 THE　RISE　BAR
京都市中京区 飲食業 kitchen NORITA
京都市中京区 飲食業 ラスタ
京都市中京区 飲食業 友と共に
京都市中京区 飲食業 麺処　蛇の目屋
京都市中京区 飲食業 餃々三条木屋町店
京都市中京区 飲食業 立ち呑みトレセン
京都市中京区 飲食業 立ち呑みニュートレセン
京都市中京区 飲食業 Café＆Bar　Nabe
京都市中京区 飲食業 創作中華　一之船入
京都市中京区 飲食業 喫茶　サテンドール
京都市中京区 飲食業 一品料理　りんどう
京都市中京区 飲食業 amacar 
京都市中京区 飲食業 有限会社　結まーる
京都市中京区 飲食業 樹
京都市中京区 飲食業 龍池楼
京都市中京区 飲食業 THE GOOD DAY VELO BIKES AND COFFEE KYOTO
京都市中京区 飲食業 Bar Sakurai
京都市中京区 飲食業 urayama
京都市中京区 飲食業 ホルモン処　じゃまん
京都市中京区 飲食業 koroha
京都市中京区 飲食業 錦庄
京都市中京区 飲食業 ウオッカバーナカニシ
京都市中京区 飲食業 金兵衛寿司
京都市中京区 飲食業 keech!?
京都市中京区 飲食業 うまいもん焼き　参
京都市中京区 飲食業 SHERRY BAR Venga!!
京都市中京区 飲食業 我家我家
京都市中京区 飲食業 だいこく
京都市中京区 飲食業 アンジーモーテル
京都市中京区 飲食業 SAKE ICHI
京都市中京区 飲食業 酒蔵
京都市中京区 飲食業 MIXOLOGYBAR SMOOTH
京都市中京区 飲食業 小蝶
京都市中京区 飲食業 cafe la siesta
京都市中京区 飲食業 GULLMAN
京都市中京区 飲食業 barq
京都市中京区 飲食業 BarBacchus
京都市中京区 飲食業 BarOwl
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京都市中京区 飲食業 BarAlchemist
京都市中京区 飲食業 スナック　リバティーン
京都市中京区 飲食業 とんかつの店　岡田
京都市中京区 飲食業 Live＆Bar 音まかす
京都市中京区 飲食業 SEKiZ
京都市中京区 飲食業 居酒屋すずめ
京都市中京区 飲食業 Frontier bar
京都市中京区 飲食業 イタリアンキッチン&バー　一休(IKKYU)
京都市中京区 飲食業 がっつり
京都市中京区 飲食業 BAR CLUB DESERT
京都市中京区 飲食業 OKONOMIYAKIHOUSE　グルグルどん
京都市中京区 飲食業 食堂 清水
京都市中京区 飲食業 キャッチャーミット
京都市中京区 飲食業 竹屋町神座
京都市中京区 飲食業 鮎やぶ内
京都市中京区 飲食業 PUBLICS HERITAGE
京都市中京区 飲食業 トラットリア　マチェドニア　ユキ
京都市中京区 飲食業 ことでん
京都市中京区 飲食業 食堂酒場たなか
京都市中京区 飲食業 モッさんのべた焼
京都市中京区 飲食業 Seven Pot
京都市中京区 飲食業 仁和加
京都市中京区 飲食業 鉄板れすとらん　まる
京都市中京区 飲食業 株式会社冨永　香蘭
京都市中京区 飲食業 マンボ飯店
京都市中京区 飲食業 ソレイユ
京都市中京区 飲食業 アニソンバー JING
京都市中京区 飲食業 株式会社coco Gallery
京都市中京区 飲食業 炭焼工房まほろば
京都市中京区 飲食業 料理・ワイン　イバラキ
京都市中京区 飲食業 とれび
京都市中京区 飲食業 楽酒ふらんせ
京都市中京区 飲食業 こばん屋
京都市中京区 飲食業 よこやま　ろうそく
京都市中京区 飲食業 Bar OUT LOOP-WAY
京都市中京区 飲食業 スナック　青い海
京都市中京区 飲食業 スナック　志麻
京都市中京区 飲食業 BEFORE9
京都市中京区 飲食業 DIG THE LINE ROTTLE&BAR
京都市中京区 飲食業 心
京都市中京区 飲食業 心元
京都市中京区 飲食業 酒割烹クラフトマン
京都市中京区 飲食業 BAR変質者
京都市中京区 飲食業 ラーメン鳳林
京都市中京区 飲食業 東北酒肴EAGLE
京都市中京区 飲食業 日知庵
京都市中京区 飲食業 鮨おび乃
京都市中京区 飲食業 居酒屋　味峯
京都市中京区 飲食業 キーバーダイニング
京都市中京区 飲食業 Ki West
京都市中京区 飲食業 サクの間
京都市中京区 飲食業 京都戎屋　木屋町店
京都市中京区 飲食業 バー　シェーブル
京都市中京区 飲食業 鴨いち
京都市中京区 飲食業 moonwalk三条木屋町店
京都市中京区 飲食業 moonwalk六角通り店
京都市中京区 飲食業 moonwalk京都河原町店
京都市中京区 飲食業 桃栗
京都市中京区 飲食業 BAR tonbo
京都市中京区 飲食業 牛光河原町店
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京都市中京区 飲食業 綱や　壬生店
京都市中京区 飲食業 釜座　長島
京都市中京区 飲食業 BADMINTON BAR OGU
京都市中京区 飲食業 喫茶　どんぐり
京都市中京区 飲食業 伊賀流悠々
京都市中京区 飲食業 LIVEHOUSE DEWEY
京都市中京区 飲食業 分光琳
京都市中京区 飲食業 La casa
京都市中京区 飲食業 シナモ
京都市中京区 飲食業 ３１５
京都市中京区 飲食業 原価酒場けいすけ　四条烏丸店
京都市中京区 飲食業 HARD ROCK BAR フレイマーブルリキッド
京都市中京区 飲食業 ｌａｓｔ　ｏｎｅ　ｍｉｌｅ
京都市中京区 飲食業 Andy'sBAR
京都市中京区 飲食業 バー　ザザビー
京都市中京区 飲食業 B
京都市中京区 飲食業 まつぼっくり
京都市中京区 飲食業 もつ鍋信長　京都本能寺店
京都市中京区 飲食業 CASTLE WEST
京都市中京区 飲食業 韓式料理ピョリヤ
京都市中京区 飲食業 イルピアット円町
京都市中京区 飲食業 プレミアム　听　三条木屋町店
京都市中京区 飲食業 スナック八代
京都市中京区 飲食業 GRIDDLE FORCE
京都市中京区 飲食業 京都　餃蛸
京都市中京区 飲食業 かさねや西大路御池店
京都市中京区 飲食業 トラットリア　イル　テゾーロ
京都市中京区 飲食業 酒場檸檬
京都市中京区 飲食業 IL TOBANCHI
京都市中京区 飲食業 フライドチキンとハイボール　リンク
京都市中京区 飲食業 ツナグ 
京都市中京区 飲食業 肉酒家3610
京都市中京区 飲食業 ワヤン・バリ
京都市中京区 飲食業 都の国のアリス
京都市中京区 飲食業 天ぷらバル ハルイチ
京都市中京区 飲食業 本マグロと島ごはん　ぱなり
京都市中京区 飲食業 風雲児
京都市中京区 飲食業 焼きとんサカマル酒房
京都市中京区 飲食業 二条えん
京都市中京区 飲食業 ファミリーすし　にぎりいっちょ！
京都市中京区 飲食業 ナム　木屋町
京都市中京区 飲食業 ごはんや一芯　京都
京都市中京区 飲食業 スナックたぬき
京都市中京区 飲食業 焼肉ライク河原町蛸薬師店
京都市中京区 飲食業 アカシア
京都市中京区 飲食業 ehako
京都市中京区 飲食業 ノイリーズ　コーヒーアンドスピリッツ
京都市中京区 飲食業 夕方
京都市中京区 飲食業 すし　ます田
京都市中京区 飲食業 EVENT BAR freator
京都市中京区 飲食業 飲み処　ふれあ
京都市中京区 飲食業 yasai hori
京都市中京区 飲食業 肉ばたけ
京都市中京区 飲食業 京都美南
京都市中京区 飲食業 和彩　しっぽり屋
京都市中京区 飲食業 樹's Bar 
京都市中京区 飲食業 くまちゃん家
京都市中京区 飲食業 肉皿酒場ハコ屋
京都市中京区 飲食業 ベラミ
京都市中京区 飲食業 琥珀（アンバー）
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京都市中京区 飲食業 Sound Bar BOZ
京都市中京区 飲食業 Bar　おもい川
京都市中京区 飲食業 焼鳥ぎんじ四条大宮店
京都市中京区 飲食業 京都たこ壱　円町店
京都市中京区 飲食業 へそまがり
京都市中京区 飲食業 meme
京都市中京区 飲食業 カラオケ喫茶タイムリーヒット
京都市中京区 飲食業 壬生あおば
京都市中京区 飲食業 AZUKIYA
京都市中京区 飲食業 お酒、ワイン、食事、渡なべ
京都市中京区 飲食業 Bar moonwalk 四条烏丸店
京都市中京区 飲食業 BAR OSOME
京都市中京区 飲食業 hayasakaba
京都市中京区 飲食業 Snack 角
京都市中京区 飲食業 so-b
京都市中京区 飲食業 Sports bar Sweety
京都市中京区 飲食業 アッローロミオ
京都市中京区 飲食業 アテ屋 明ヶ粋ヶ
京都市中京区 飲食業 お酒・ワイン・食事　渡なべ
京都市中京区 飲食業 タイ屋台とき
京都市中京区 飲食業 てっぱん　京都新京極店
京都市中京区 飲食業 ニューミマサ
京都市中京区 飲食業 バー b.p.m.
京都市中京区 飲食業 ビストロ　オジェ
京都市中京区 飲食業 ゆる飲み家　西尾の小屋
京都市中京区 飲食業 河原町肉劇場
京都市中京区 飲食業 喫茶ボア
京都市中京区 飲食業 魚料理　なかの
京都市中京区 飲食業 酒彩ぎんなん
京都市中京区 飲食業 酒席　水琴窟
京都市中京区 飲食業 熟成麺屋　神来　西院本店
京都市中京区 飲食業 松蔵
京都市中京区 飲食業 食工房ひろさき
京都市中京区 飲食業 神楽
京都市中京区 飲食業 大衆酒場　お多家
京都市中京区 飲食業 炭焼酒場わたる
京都市中京区 飲食業 中国料理　鳳城
京都市中京区 飲食業 洋食キッチンきたがわ
京都市中京区 飲食業 Bar Cupido
京都市中京区 飲食業 BAR　OJK
京都市中京区 飲食業 COLOR'S kiyamachi
京都市中京区 飲食業 Kappa亭
京都市中京区 飲食業 お茶漬けバァ-英楽
京都市中京区 飲食業 すたんでぃんぐBAR  Achi´
京都市中京区 飲食業 スナックセボン
京都市中京区 飲食業 ニューハイツ
京都市中京区 飲食業 マーブルルーム
京都市中京区 飲食業 めいてい
京都市中京区 飲食業 よっちゃん家
京都市中京区 飲食業 後院上ル
京都市中京区 飲食業 晋州館
京都市中京区 飲食業 孫寿司
京都市中京区 飲食業 紡ぎ
京都市中京区 飲食業 立呑み　とまり季
京都市中京区 飲食業 109 one o nine
京都市中京区 飲食業 3FEEL
京都市中京区 飲食業 BAR Luckenbooth
京都市中京区 飲食業 Bar malibu
京都市中京区 飲食業 BAR TURTLE SOUR
京都市中京区 飲食業 bar　平
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京都市中京区 飲食業 UNCARL
京都市中京区 飲食業 Café bar NORD°
京都市中京区 飲食業 Cao café ishikawa
京都市中京区 飲食業 coco fill up
京都市中京区 飲食業 Deux Cochons
京都市中京区 飲食業 E☆star
京都市中京区 飲食業 en
京都市中京区 飲食業 GALAXIE 500 
京都市中京区 飲食業 ビストロ・オジェ
京都市中京区 飲食業 Jelly Beans Rocket
京都市中京区 飲食業 Nony's Bar
京都市中京区 飲食業 OTAKU BAR iSM
京都市中京区 飲食業 PACHANGA
京都市中京区 飲食業 Cao caFE  ishikawa
京都市中京区 飲食業 TAIGU
京都市中京区 飲食業 The Northen Lights Corner
京都市中京区 飲食業 Tricoh
京都市中京区 飲食業 あおい
京都市中京区 飲食業 笑まる
京都市中京区 飲食業 円屋　ハナレ
京都市中京区 飲食業 亀山　学
京都市中京区 飲食業 かんたく
京都市中京区 飲食業 金の翼
京都市中京区 飲食業 グリルフレンチ
京都市中京区 飲食業 酒Bar StAND
京都市中京区 飲食業 さらさ３
京都市中京区 飲食業 さらさ花遊小路
京都市中京区 飲食業 さらさ麸屋町
京都市中京区 飲食業 三度目の正直
京都市中京区 飲食業 シャティバ
京都市中京区 飲食業 旬菜家　さら
京都市中京区 飲食業 食の喜
京都市中京区 飲食業 スターダストクラブ
京都市中京区 飲食業 炭火焼　木石
京都市中京区 飲食業 炭火楽家ここみ
京都市中京区 飲食業 たこやき王子　木屋町店　
京都市中京区 飲食業 てしま
京都市中京区 飲食業 てら
京都市中京区 飲食業 天狗寿司
京都市中京区 飲食業 錦・高倉　円屋
京都市中京区 飲食業 馬車東風
京都市中京区 飲食業 Bar Silent Third
京都市中京区 飲食業 ボードゲームカフェ BRESPI
京都市中京区 飲食業 Wine Bar Clos de Vougeot
京都市中京区 飲食業 真心
京都市中京区 飲食業 室町　円屋
京都市中京区 飲食業 どぼづけ屋
京都市中京区 飲食業 華唄　～hanauta～
京都市中京区 飲食業 焼肉北山四条東洞院店
京都市中京区 飲食業 らーめん鱗　京都三条店
京都市中京区 飲食業 ルシュルシュル
京都市中京区 飲食業 レザンブレ
京都市中京区 飲食業 炉路憶
京都市中京区 飲食業 わたしの
京都市中京区 飲食業 京旬　いちえ
京都市中京区 飲食業 京都ビアホール
京都市中京区 飲食業 京乃たまや
京都市中京区 飲食業 錦.高倉円屋
京都市中京区 飲食業 酒房京子
京都市中京区 飲食業 焼肉ホルモン　ハラミ屋



ステッカー交付一覧（2021/02/19）
所在地（市区町村） 業種区分 店舗・事業所名

京都市中京区 飲食業 西麻布カレーつけ麺　なんだっ亭
京都市中京区 飲食業 先斗町薬膳カレー
京都市中京区 飲食業 天丼まきの京都寺町
京都市中京区 飲食業 都そば　河原町店
京都市中京区 飲食業 藤わら
京都市中京区 飲食業 日常茶飯
京都市中京区 飲食業 八の坊
京都市中京区 飲食業 木屋町MICK
京都市中京区 飲食業 和牛焼肉　大
京都市中京区 飲食業 ambient cafe
京都市中京区 飲食業 BAR K6
京都市中京区 飲食業 BAR KELLER
京都市中京区 飲食業 BAR Ouch&Oops
京都市中京区 飲食業 BAR Sand
京都市中京区 飲食業 barBREMEN
京都市中京区 飲食業 Cave de K
京都市中京区 飲食業 FLAT0214
京都市中京区 飲食業 KANBIYA
京都市中京区 飲食業 Scotch & Branch
京都市中京区 飲食業 Spring
京都市中京区 飲食業 SUe
京都市中京区 飲食業 melpo
京都市中京区 飲食業 海女　漁ノ師料理対馬
京都市中京区 飲食業 アリ
京都市中京区 飲食業 ヴォガ　ホワイエ
京都市中京区 飲食業 オーバーナイトセンセーション
京都市中京区 飲食業 かくれ家
京都市中京区 飲食業 啓ちゃんのStand Bar
京都市中京区 飲食業 コンべ
京都市中京区 飲食業 たま燦K24
京都市中京区 飲食業 鉄板焼肉にやま　木屋町店
京都市中京区 飲食業 バー・シェ・カジモド
京都市中京区 飲食業 万屋
京都市中京区 飲食業 らーめん門扇　木屋町店
京都市中京区 飲食業 ライト商会
京都市中京区 飲食業 六歓
京都市中京区 飲食業 AINA
京都市中京区 飲食業 一養軒
京都市中京区 飲食業 嘉門
京都市中京区 飲食業 賀花
京都市中京区 飲食業 上古屋
京都市中京区 飲食業 スナック　シャーロック
京都市中京区 飲食業 ひつじ食堂
京都市中京区 飲食業 魚貝処　いけやん
京都市中京区 飲食業 京都祇園 泉 千本丸太町店
京都市中京区 飲食業 京都市中京区河原町通竹屋町上ル大文字町234
京都市中京区 飲食業 高倉
京都市中京区 飲食業 手づくりハンバーグの店とくら京都三条店
京都市中京区 飲食業 酒場めし 祥雲
京都市中京区 飲食業 笑日
京都市中京区 飲食業 即今　藤本
京都市中京区 飲食業 蛸八
京都市中京区 飲食業 麺と人　京都本店
京都市中京区 飲食業 友立ち
京都市中京区 飲食業 裏寺　百練
京都市中京区 飲食業 萬屋　錦
京都市中京区 飲食業 BAR CHICKEN
京都市中京区 飲食業 BAR DRAM
京都市中京区 飲食業 Bar M's
京都市中京区 飲食業 Bar おぼす
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京都市中京区 飲食業 BARneuf
京都市中京区 飲食業 camel diner 京都店
京都市中京区 飲食業 Chicken Village
京都市中京区 飲食業 G麺・ラーメン・うどん・鉄板焼
京都市中京区 飲食業 IL LAGO
京都市中京区 飲食業 punteggiatura
京都市中京区 飲食業 RAJA CAFE & BAR
京都市中京区 飲食業 SUGAR TRIP
京都市中京区 飲食業 インド料理アショカ 京都店
京都市中京区 飲食業 永遠の29
京都市中京区 飲食業 おおの
京都市中京区 飲食業 お食事処おぶぶ
京都市中京区 飲食業 カシスバー
京都市中京区 飲食業 株式会社ステップ
京都市中京区 飲食業 きさらぎ
京都市中京区 飲食業 キャラメル　ママ
京都市中京区 飲食業 京・ホルモン大社
京都市中京区 飲食業 こばらがすいたら
京都市中京区 飲食業 魚とお酒　ごとし
京都市中京区 飲食業 里
京都市中京区 飲食業 春夏秋冬ざこや
京都市中京区 飲食業 食堂バッキー＆BAR KIYO
京都市中京区 飲食業 深夜めし　雑小屋
京都市中京区 飲食業 たこ焼き工房一休
京都市中京区 飲食業 食べもん屋　まっさん
京都市中京区 飲食業 鉄板料理　勝屋
京都市中京区 飲食業 鳥さき
京都市中京区 飲食業 ハイビスカス食堂　海と空
京都市中京区 飲食業 バンコクガーデン
京都市中京区 飲食業 ひよこ寿司
京都市中京区 飲食業 ふくや京都
京都市中京区 飲食業 ホルモンDining　邦匠
京都市中京区 飲食業 先斗町八十八
京都市中京区 飲食業 まかない処　錦屋
京都市中京区 飲食業 まちやDAINING  TEN-PU
京都市中京区 飲食業 ミルトンズ京都
京都市中京区 飲食業 焼トリ・串カツ　コイコイ
京都市中京区 飲食業 よしだｐａｐａ
京都市中京区 飲食業 一莉
京都市中京区 飲食業 宇治屋
京都市中京区 飲食業 割烹 佳賀久
京都市中京区 飲食業 株式会社　モフミー　酒BAR
京都市中京区 飲食業 株式会社CROWN だいあん
京都市中京区 飲食業 BASE 358
京都市中京区 飲食業 craft dining upit
京都市中京区 飲食業 紅屋
京都市中京区 飲食業 スナック　サムライ
京都市中京区 飲食業 夢処漁師めし雑魚や
京都市中京区 飲食業 酒厨
京都市中京区 飲食業 酒亭　笹蔵
京都市中京区 飲食業 寿司吉乃
京都市中京区 飲食業 焼肉酒場　ぶちうま
京都市中京区 飲食業 西村鮮魚店
京都市中京区 飲食業 土筆
京都市中京区 飲食業 麺や　ぶたコング
京都市中京区 飲食業 BAR Le Coq
京都市中京区 飲食業 PuB karr
京都市中京区 飲食業 Pumpkin Rocks 京都店
京都市中京区 飲食業 Rokka
京都市中京区 飲食業 Snack jin（スナックジン）
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所在地（市区町村） 業種区分 店舗・事業所名

京都市中京区 飲食業 お好み・鉄板　二六
京都市中京区 飲食業 おふくろの味　しず
京都市中京区 飲食業 お好み焼　昌
京都市中京区 飲食業 キッチンあだち
京都市中京区 飲食業 キッチンミズヨ
京都市中京区 飲食業 京料理　瓢正
京都市中京区 飲食業 ぐりる・ど・れぶん
京都市中京区 飲食業 こたに
京都市中京区 飲食業 琥珀
京都市中京区 飲食業 ごはんや　嬉々
京都市中京区 飲食業 スージークーヨー
京都市中京区 飲食業 炒飯・餃子　二六
京都市中京区 飲食業 またもや
京都市中京区 飲食業 レッドロック 京都六角通り店
京都市中京区 飲食業 わこん
京都市中京区 飲食業 吉田屋
京都市中京区 飲食業 川崎bar
京都市中京区 飲食業 素福
京都市中京区 飲食業 炭焼　串満
京都市中京区 飲食業 炭焼やないの
京都市中京区 飲食業 日本酒ＢＡＲあさくら
京都市中京区 飲食業 魔女利華
京都市中京区 飲食業 bar color
京都市中京区 飲食業 Bar pertenza
京都市中京区 飲食業 BAR SPACE37
京都市中京区 飲食業 bar レモン
京都市中京区 飲食業 BAR菫乃
京都市中京区 飲食業 EVE
京都市中京区 飲食業 Kitchen miizuyo キッチンミズヨ
京都市中京区 飲食業 Selection bar SAZAN
京都市中京区 飲食業 UNOBAR
京都市中京区 飲食業 オリオン食堂
京都市中京区 飲食業 元祖大四畳半大酒場ポン
京都市中京区 飲食業 木屋町ゴールデン酒場
京都市中京区 飲食業 コンクリートバー
京都市中京区 飲食業 サードフロア
京都市中京区 飲食業 壷味
京都市中京区 飲食業 なかの待ち
京都市中京区 飲食業 先斗町みちのく
京都市中京区 飲食業 より路
京都市中京区 飲食業 ろぶたポチャ
京都市中京区 飲食業 烏丸　京十郎
京都市中京区 飲食業 株式会社KAWAKATSU
京都市中京区 飲食業 喫茶　スナック　うみねこ
京都市中京区 飲食業 居酒屋たのしみ
京都市中京区 飲食業 先斗町　李南河
京都市中京区 飲食業 竹長東店
京都市中京区 飲食業 ＢＡＲ　ＣＬＵＢ　ＤＥＳＥＲＴ
京都市中京区 飲食業 BLUEFISH AQUARIUM
京都市中京区 飲食業 sgde B
京都市中京区 飲食業 おとみ
京都市中京区 飲食業 かりん
京都市中京区 飲食業 ちょこっと
京都市中京区 飲食業 ゆったり 炙ジビエとワイン 炭然
京都市中京区 飲食業 焼肉屋ロマンポップ
京都市中京区 飲食業 エル蔵バー
京都市中京区 飲食業 お料理まえしろ
京都市中京区 飲食業 ふれあい町家　蓮
京都市中京区 飲食業 欧風厨房スリール
京都市中京区 飲食業 霧社茶町ー京都新京極店
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京都市中京区 飲食業 麩屋町　ほん田
京都市中京区 飲食業 18 PREMIER BAR
京都市中京区 飲食業 Banco  
京都市中京区 飲食業 CLUB Dawn
京都市中京区 飲食業 CLUB SAUBER
京都市中京区 飲食業 おおはし
京都市中京区 飲食業 喫茶るーぶる
京都市中京区 飲食業 ごはんたべ・絹や
京都市中京区 飲食業 たすく
京都市中京区 飲食業 まんてん
京都市中京区 飲食業 メンバーズ霧子
京都市中京区 飲食業 小粋料理たけうち
京都市中京区 飲食業 焼肉匠　覚王木屋町亭
京都市中京区 飲食業 博多ラーメン　純とん
京都市中京区 飲食業 スナック　きよみ
京都市中京区 飲食業 料理　りはく
京都市中京区 飲食業 和たり
京都市中京区 飲食業 琥珀　三条木屋町店
京都市中京区 飲食業 Cafe & Bar EP NUESTRACASA
京都市中京区 飲食業 喫茶アーマー
京都市中京区 飲食業 HAMID KEBAB
京都市中京区 飲食業 つつみ
京都市中京区 飲食業 ハミッド　キャバブ
京都市中京区 飲食業 Brochette
京都市中京区 飲食業 ﾊﾞ-ﾏﾘﾌﾞ
京都市中京区 飲食業 ブロシェット
京都市中京区 飲食業 aglio
京都市中京区 飲食業 サントリースカイ
京都市中京区 飲食業 株式会社Wow
京都市中京区 飲食業 剣
京都市中京区 飲食業 株式会社壮樹
京都市中京区 飲食業 御食事処きらら
京都市中京区 飲食業 Do you
京都市中京区 飲食業 HEZ cafe
京都市中京区 飲食業 BAR YeT
京都市中京区 飲食業 森林食堂
京都市中京区 飲食業 SOUL SCRAMBLE
京都市中京区 飲食業 そいる
京都市中京区 飲食業 元祖熟成細麺　香来　壬生本店
京都市中京区 飲食業 山とみ　木屋町御池
京都市中京区 飲食業 イタメシヤ　カルネオ
京都市中京区 飲食業 麺屋キラメキ
京都市中京区 飲食業 炙り焼き　かつの
京都市中京区 飲食業 魚紳
京都市中京区 飲食業 すずなみ水産
京都市中京区 飲食業 レコード酒場  ビートルmomo
京都市中京区 飲食業 bar AZUL
京都市中京区 飲食業 カフェハロー
京都市中京区 飲食業 炭焼商店おまる
京都市中京区 飲食業 手打蕎麦　みながわ
京都市中京区 飲食業 ちゃんぷる居酒屋 かめかめ食堂
京都市中京区 飲食業 BAR YANAGI
京都市中京区 飲食業 京都坊主BAR
京都市中京区 飲食業 花無心
京都市中京区 飲食業 がんこフードサービス（株）こがんこ三条店
京都市中京区 飲食業 VALLEY
京都市中京区 飲食業 KAM'S 四条大宮店
京都市中京区 飲食業 Resort Dining&bar HaLe
京都市中京区 飲食業 酒亭ばんから
京都市中京区 飲食業 リストランテ野呂
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京都市中京区 飲食業 亀甲屋
京都市中京区 飲食業 鉄板こがめ
京都市中京区 飲食業 昭和風バーレトロ
京都市中京区 飲食業 イル　カント　デル　マッジョ
京都市中京区 飲食業 肉料理ひらい
京都市中京区 飲食業 蕎麦屋　樹庵
京都市中京区 飲食業 SNS bar
京都市中京区 飲食業 Lucid
京都市中京区 飲食業 節道
京都市中京区 飲食業 つるかめ本店
京都市中京区 飲食業 つるかめ六角
京都市中京区 飲食業 寺町 大丈夫
京都市中京区 飲食業 紅楽
京都市中京区 飲食業 カフェ フォー ギブ ミー
京都市中京区 飲食業 キッチンバー　クース・クース
京都市中京区 飲食業 オステリア・アルトレタント
京都市中京区 飲食業 がんこフードサービス㈱　こがんこ三条店
京都市中京区 飲食業 ＤａｒｔｓＢａｒＣｌａｓｓ
京都市中京区 飲食業 ＭＵＳＨＲＯＯＭ
京都市中京区 飲食業 西里
京都市中京区 飲食業 ダヴェルナ・ピノッキオ
京都市中京区 飲食業 西藤
京都市中京区 飲食業 Cafe de monca
京都市中京区 飲食業 すっとこどっこい
京都市中京区 飲食業 ミュッセラウンジ
京都市中京区 飲食業 わかしろ
京都市中京区 飲食業 CASADONO ２J
京都市中京区 飲食業 Candy
京都市中京区 飲食業 京花果茶　圓
京都市中京区 飲食業 京もーど
京都市中京区 飲食業 BAR WHAT'SNEW
京都市中京区 飲食業 HAM
京都市中京区 飲食業 スナック　姉妹
京都市中京区 飲食業 錦のすし屋　英
京都市中京区 飲食業 ㈲我瑠慕
京都市中京区 飲食業 花よりキヨエ
京都市中京区 飲食業 MICASADECO&CAFE KYOTO
京都市中京区 飲食業 ラ　エスキーナ
京都市中京区 飲食業 RUFF
京都市中京区 飲食業 まったり屋　（えん）
京都市中京区 飲食業 LUDENS
京都市中京区 飲食業 Bar Pleasure
京都市中京区 飲食業 fudo
京都市中京区 飲食業 To.
京都市中京区 飲食業 BARLAND
京都市中京区 飲食業 DANCE&WINE  LATOUR
京都市中京区 飲食業 まん天/焼き鶏・京山椒なべ とり粋
京都市中京区 飲食業 先斗町16路地 山田SANTA
京都市中京区 飲食業 炭焼　芹生
京都市中京区 飲食業 なる屋
京都市中京区 飲食業 SHIN-SETSU
京都市中京区 飲食業 スナック　ファニィ
京都市中京区 飲食業 Ｂａｒ　Ｏｕｃｈ＆Ｏｏｐｓ
京都市中京区 飲食業 タピキング京都西院店
京都市中京区 飲食業 近江牛焼肉 肉の流儀 肉魂
京都市中京区 飲食業 上島珈琲店　京都寺町店
京都市中京区 飲食業 ホリーズカフェ本能寺会館店
京都市中京区 飲食業 ホリーズカフェ二条駅前店
京都市中京区 飲食業 ホリーズカフェ三条室町店
京都市中京区 飲食業 JungleCave
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京都市中京区 飲食業 天丼　天ぷらめし　とらじ
京都市中京区 飲食業 BEE'SKNEES
京都市中京区 飲食業 BARせんべろ
京都市中京区 飲食業 Nana
京都市中京区 飲食業 上島珈琲店　河原町店
京都市中京区 飲食業 バーガーキング寺町京極店
京都市中京区 飲食業 ありらんホットドック　京都河原町店
京都市中京区 飲食業 高級和栗専門店　栗座　本店
京都市中京区 飲食業 いもこ
京都市中京区 飲食業 羊一茶　京都店
京都市中京区 飲食業 ジョンノ&ネネチキン
京都市中京区 飲食業 とんこつたこ焼き
京都市中京区 飲食業 丸太町やんがす
京都市中京区 飲食業 アチョー
京都市中京区 飲食業 松屋　ホテルユニゾ烏丸御池店
京都市中京区 飲食業 なみえ
京都市中京区 飲食業 カレー屋　グーゴル
京都市中京区 飲食業 1-b王記
京都市中京区 飲食業 鰻割烹まえはら。
京都市中京区 飲食業 Lego
京都市中京区 飲食業 coffee山川
京都市中京区 飲食業 Rest Point
京都市中京区 飲食業 やきとり　雀宿
京都市中京区 飲食業 Café Jinta
京都市中京区 飲食業 河しげ
京都市中京区 飲食業 権兵衛
京都市中京区 飲食業 鉄板焼 オホーツク
京都市中京区 飲食業 ねぎ焼　木屋町店
京都市中京区 飲食業 SAUBER VIP
京都市中京区 飲食業 豚屋とん一京都寺町
京都市中京区 飲食業 Cafe Jinta
京都市中京区 飲食業 丸亀製麺河原町三条
京都市中京区 飲食業 丸亀製麺京都市役所前
京都市中京区 飲食業 MARUMARU 雲の茶 三条店
京都市中京区 飲食業 MARUMARU 雲の茶 新京極店
京都市中京区 飲食業 リョウリヤ　ステファン　パンテル
京都市中京区 飲食業 ケンタッキーフライドチキンBIVI二条店
京都市中京区 飲食業 ケンタッキーフライドチキン河原町三条店
京都市中京区 飲食業 BLUEBEAT
京都市中京区 飲食業 Bar voodoo
京都市中京区 飲食業 tutti House
京都市中京区 飲食業 とんかつ山本
京都市中京区 飲食業 居酒屋のぶし
京都市中京区 飲食業 ＬＣbar
京都市中京区 飲食業 肉もん
京都市中京区 飲食業 砂浜DINIING BAR SHAPE BEACH 京都店
京都市中京区 飲食業 カウンターバーGB
京都市中京区 飲食業 だいあん
京都市中京区 飲食業 菜食hale
京都市中京区 飲食業 カオス　スパイスダイナー京都店
京都市中京区 飲食業 カプリチョーザ　BiVi二条店
京都市中京区 飲食業 京都・スタア・バー
京都市中京区 飲食業 木屋町サンボア
京都市中京区 飲食業 創作料理 わ
京都市中京区 飲食業 レストラン　エソラ
京都市中京区 飲食業 魚津屋
京都市中京区 飲食業 モトイギョーザ
京都市中京区 飲食業 ピッツェリア　マリータ
京都市中京区 飲食業 かわ屋 京都烏丸四条店
京都市中京区 飲食業 やきとり雷　円町店
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京都市中京区 飲食業 あぶ
京都市中京区 飲食業 有限会社とみ寿司
京都市中京区 飲食業 あうん
京都市中京区 飲食業 ガウチョ
京都市中京区 飲食業 ラウンジ フレンド
京都市中京区 飲食業 BARCODE
京都市中京区 飲食業 風庵
京都市中京区 飲食業 餃子屋 もり
京都市中京区 飲食業 永楽
京都市中京区 飲食業 スナック久司
京都市中京区 飲食業 スナック　夜汽車
京都市中京区 飲食業 れんらく船
京都市中京区 飲食業 node
京都市中京区 飲食業 燻製カレー京都円町店
京都市中京区 飲食業 築地寿司清　大丸京都店
京都市中京区 飲食業 九州熱中屋 四条大宮LIVE
京都市中京区 飲食業 中華料理　千龍
京都市中京区 飲食業 Capotasto
京都市中京区 飲食業 昭和風バー・レトロ
京都市中京区 飲食業 はなまる串カツ製作所
京都市中京区 飲食業 Bar River side
京都市中京区 飲食業 たん熊北店本店
京都市中京区 飲食業 高木商店
京都市中京区 飲食業 ドトールコーヒーショップ京都四条河原町店
京都市中京区 飲食業 Strawberry queen
京都市中京区 飲食業 小肥羊 京都河原町店
京都市中京区 飲食業 naturemian spice curry
京都市中京区 飲食業 たこ焼 京の華 京都河原町店
京都市中京区 飲食業 チョメチョメ
京都市中京区 飲食業 TORI処萬端
京都市中京区 飲食業 京平ラーメン
京都市中京区 飲食業 Lounge　魅艶
京都市中京区 飲食業 CLUB Noé
京都市中京区 飲食業 Lounge　瑠璃
京都市中京区 飲食業 AI
京都市中京区 飲食業 鶴亀猪や
京都市中京区 飲食業 おいけ
京都市中京区 飲食業 瑪蜜黛　京都河原町
京都市中京区 飲食業 烏丸ダイニングプレミアム百
京都市中京区 飲食業 遊食邸 錦店
京都市中京区 飲食業 遊食邸 六角店
京都市中京区 飲食業 La Cusine Fusion 花華　HANA　HANA
京都市中京区 飲食業 祥和軒
京都市中京区 飲食業 どどんと英
京都市中京区 飲食業 堺萬
京都市中京区 飲食業 MAEDACOFFEE
京都市中京区 飲食業 Another C
京都市中京区 飲食業 Oct １３
京都市中京区 飲食業 Paper Moon
京都市中京区 飲食業 薄伽梵ハヂメ
京都市中京区 飲食業 美味礼讃　えじまや
京都市中京区 飲食業 マンハッタンロール京都店
京都市中京区 飲食業 焼肉どうらくPREMIUM離宮　京都三条店
京都市中京区 飲食業 Direct Coffee
京都市中京区 飲食業 パリホンポ
京都市中京区 飲食業 ウエスト・ハーレム（スパニッシュ・ハーレム・ラテン・クラブ）
京都市中京区 飲食業 イベントスペース・パームトーン
京都市中京区 飲食業 味乃家
京都市中京区 飲食業 0PUB&SOUNDS
京都市中京区 飲食業 カフェギャラリーRIZM
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京都市中京区 飲食業 PONTOS　BAR
京都市中京区 飲食業 鮨やまざき
京都市中京区 飲食業 京都中井　絹つる
京都市中京区 飲食業 担担四条本店
京都市中京区 飲食業 spice curry & dining Cumin's
京都市中京区 飲食業 シャンソニエ・シュウ
京都市中京区 飲食業 Poquito
京都市中京区 飲食業 芙蓉苑火鍋城京都店
京都市中京区 飲食業 一品料理　源八
京都市中京区 飲食業 居酒屋　孝べえ
京都市中京区 飲食業 蕎麦と肴　周知
京都市中京区 飲食業 スナック京
京都市中京区 飲食業 割烹　日吉野
京都市中京区 飲食業 大原家
京都市中京区 飲食業 気まぐれや
京都市中京区 飲食業 カレーとお酒のお店　SUNLIGHT
京都市中京区 飲食業 TAKAキューブ
京都市中京区 飲食業 アローツリー京都三条店
京都市中京区 飲食業 SMILE GARDEN
京都市中京区 飲食業 KYOTO SAKE GARDEN
京都市中京区 飲食業 サイゼリヤ 四条寺町店
京都市中京区 飲食業 サイゼリヤ 京都河原町通店
京都市中京区 飲食業 Cafe Sirara
京都市中京区 飲食業 RisToriec Radice
京都市中京区 飲食業 茶々
京都市中京区 飲食業 フレンチバード
京都市中京区 飲食業 蕎麦　ろうじな
京都市中京区 飲食業 楽食
京都市中京区 飲食業 La Jolla
京都市中京区 飲食業 鳥睦
京都市中京区 飲食業 はぎ原
京都市中京区 飲食業 やきにくALOHA
京都市中京区 飲食業 京都市中京区釜座通り御池上る下松屋町723
京都市中京区 飲食業 立ち呑みキセノン
京都市中京区 飲食業 クリスティ
京都市中京区 飲食業 ノースポイント
京都市中京区 飲食業 まこと
京都市中京区 飲食業 木春
京都市中京区 飲食業 巛COFFEE
京都市中京区 飲食業 Bar Spring
京都市中京区 飲食業 洛中　その咲
京都市中京区 飲食業 spice junky
京都市中京区 飲食業 広東料理  鳳泉
京都市中京区 飲食業 寿司酒場　フクハウチ
京都市中京区 飲食業 マルフク
京都市中京区 飲食業 ブション
京都市中京区 飲食業 チタチタ喫茶
京都市中京区 飲食業 ピヨコの部屋
京都市中京区 飲食業 ブレッツカフェクレープリー京都店
京都市中京区 飲食業 リトル　ウエスト
京都市中京区 飲食業 肉汁水餃子ちゅーにゃん
京都市中京区 飲食業 ルラション
京都市中京区 飲食業 そば処　更科
京都市中京区 飲食業 Mes Amis
京都市中京区 飲食業 ワインバーRei
京都市中京区 飲食業 カレーハウスCoCo壱番屋中京区河原町三条店
京都市中京区 飲食業 カスカード　ゼスト御池店
京都市中京区 飲食業 幸福堂
京都市中京区 飲食業 蛸薬師わなか
京都市中京区 飲食業 Bar  MICHIya
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京都市中京区 飲食業 連
京都市中京区 飲食業 てんぷら永春
京都市中京区 飲食業 魏飯事堂
京都市中京区 飲食業 楽坐青天家
京都市中京区 飲食業 京都コロッケ家
京都市中京区 飲食業 更科
京都市中京区 飲食業 秘密結社ショッカー京都秘密基地
京都市中京区 飲食業 美味酒房ちらん
京都市中京区 飲食業 CLUB SAUBER　VIP
京都市中京区 飲食業 スナック　まほろば
京都市中京区 飲食業 〇竹ミートショップ
京都市中京区 飲食業 遊食処 しし蔵
京都市中京区 飲食業 元祖力肉みよ志
京都市中京区 飲食業 Escondite
京都市中京区 飲食業 大豊ラーメン
京都市中京区 飲食業 alt. coffee roasters 
京都市中京区 飲食業 前田珈琲
京都市中京区 飲食業 カフェレストランあむりた
京都市中京区 飲食業 cafe&bar PEACOCK
京都市中京区 飲食業 お好み焼き　一恵
京都市中京区 飲食業 パエリアレストラン　バラッカ
京都市中京区 飲食業 バラッカ　御幸町店
京都市中京区 飲食業 株式会社QUON
京都市中京区 飲食業 太子道うおつね
京都市中京区 飲食業 寺町　西村
京都市中京区 飲食業 すしてつ先斗町店
京都市中京区 飲食業 祥和苑（株式会社　DL）
京都市中京区 飲食業 居酒屋　紫水
京都市中京区 飲食業 BAR SAKURA
京都市中京区 飲食業 らーめん千の風
京都市中京区 飲食業 タイ料理　チャンノイ　花遊小路店
京都市中京区 飲食業 株式会社HowZit （ Brulee）
京都市中京区 飲食業 ワタシノ
京都市中京区 飲食業 京・寿司おおきに
京都市中京区 飲食業 わらじ亭
京都市中京区 飲食業 リトル・ウエスト
京都市中京区 飲食業 cafe＆dining　Bambi
京都市中京区 飲食業 いづ重　北店
京都市中京区 飲食業 中国料理　天嘉
京都市中京区 飲食業 醍ぶ　千本店
京都市中京区 飲食業 廣東酒家京華
京都市中京区 飲食業 和風スナック　泉
京都市中京区 飲食業 中京区大炊町186-3
京都市中京区 飲食業 豊国堂
京都市中京区 飲食業 京都中井　サウンドスペース　絹つる
京都市中京区 飲食業 マッシュルーム
京都市中京区 飲食業 サウンドスペース絹つる
京都市中京区 飲食業 辰杏珠 京都寺町店
京都市中京区 飲食業 MARUZEN Cafe 京都店
京都市中京区 飲食業 Restaurant MOTOI
京都市中京区 飲食業 Club Lezelva
京都市中京区 飲食業 プラテロ
京都市中京区 飲食業 鳥貴族　三条木屋町店
京都市中京区 飲食業 多和屋
京都市中京区 飲食業 本日の
京都市中京区 サービス業 エスタジ
京都市中京区 サービス業 カドリエ
京都市中京区 サービス業 eha
京都市中京区 サービス業 エヴァーグレースBIGAN河原町店
京都市中京区 サービス業 株式会社 cyecoril



ステッカー交付一覧（2021/02/19）
所在地（市区町村） 業種区分 店舗・事業所名

京都市中京区 サービス業 株式会社bloom
京都市中京区 サービス業 株式会社ラ・フィーネ
京都市中京区 サービス業 きんぎょ屋
京都市中京区 サービス業 コナミスポーツクラブ西大路御池
京都市中京区 サービス業 ﾁｮｰﾔ梅酒株式会社梅体験専門店蜂屋
京都市中京区 サービス業 ふなっきーの部屋
京都市中京区 サービス業 ＤMＣきょうと
京都市中京区 サービス業 （株）GRAND LINE
京都市中京区 サービス業 Kaguyahime　doui
京都市中京区 サービス業 ビリヤード喜楽
京都市中京区 サービス業 Cerca Travel株式会社
京都市中京区 サービス業 CRUIJFF.
京都市中京区 サービス業 Lユニオントラベル京都（有限会社 エル・ユニオン京都）
京都市中京区 サービス業 ROCAReTA FOR HAIR 千本丸太町店
京都市中京区 サービス業 salon de Lily
京都市中京区 サービス業 インバウンド戦略研究所
京都市中京区 サービス業 京進ユニバーサルキャンパス 御池校
京都市中京区 サービス業 サニーソウマリッジ
京都市中京区 サービス業 ジュニパーアジアンリゾート京都寺町店
京都市中京区 サービス業 ヨガスタジオTAMISA
京都市中京区 サービス業 株式会社グローカル
京都市中京区 サービス業 株式会社コンチネンタル京都 高井淳
京都市中京区 サービス業 株式会社ダッシュツーリスト
京都市中京区 サービス業 株式会社近畿日本ツーリスト関西 京都二条営業所
京都市中京区 サービス業 京あるき　京都四条本店
京都市中京区 サービス業 京進スクール・ワン　円町教室
京都市中京区 サービス業 京進スクール・ワン 二条駅前教室
京都市中京区 サービス業 京進小中部　京都御池校
京都市中京区 サービス業 京進小中部 二条駅前校
京都市中京区 サービス業 京都さがの館　本店
京都市中京区 サービス業 京都絞り工芸館
京都市中京区 サービス業 静岡鉄道株式会社
京都市中京区 サービス業 大学生協事業センター（コープイン京都）
京都市中京区 サービス業 夢ツーリストきたみ
京都市中京区 サービス業 Amelie
京都市中京区 サービス業 da acca
京都市中京区 サービス業 felim 烏丸店
京都市中京区 サービス業 felim 髙倉店
京都市中京区 サービス業 Gallery　Take　two
京都市中京区 サービス業 Good　Hand
京都市中京区 サービス業 H by Realme
京都市中京区 サービス業 Realme 京都四条烏丸ドウエ
京都市中京区 サービス業 ROCCO by Realme
京都市中京区 サービス業 Spin hair 烏丸店
京都市中京区 サービス業 Spin hair 髙倉店
京都市中京区 サービス業 癒療院紫庵アジルモーヴ
京都市中京区 サービス業 占い小路
京都市中京区 サービス業 （株）京進　ユニバーサルキャンパス御池
京都市中京区 サービス業 ジュニパーアジアンリゾート京都
京都市中京区 サービス業 ついぶ京都工房
京都市中京区 サービス業 ハクジュプラザ西大路御池店
京都市中京区 サービス業 ハクジュプラザ東夷川店
京都市中京区 サービス業 美容室　はなはな
京都市中京区 サービス業 ホットヨガ スタジオ・オー京都店
京都市中京区 サービス業 ミスターミニットゼスト御池店
京都市中京区 サービス業 ラヴィ・ファクトリー 京都店
京都市中京区 サービス業 工芸工房鎚舞
京都市中京区 サービス業 美肌サロンルラーシュ
京都市中京区 サービス業 有限会社オー・エヌ・エス
京都市中京区 サービス業 和空間Kyotokiss花遊小路



ステッカー交付一覧（2021/02/19）
所在地（市区町村） 業種区分 店舗・事業所名

京都市中京区 サービス業 aimercherie
京都市中京区 サービス業 HAIR　GARDEN　ロココロ
京都市中京区 サービス業 OSHARE DOROBO seed
京都市中京区 サービス業 Pinehair
京都市中京区 サービス業 VS28スキンケアスタジオBALI IN 京都
京都市中京区 サービス業 ウェルネスクラブオーク21
京都市中京区 サービス業 カーブス烏丸御池
京都市中京区 サービス業 カーブス烏丸丸太町
京都市中京区 サービス業 ぎをん寧々
京都市中京区 サービス業 ヘア　トロピック
京都市中京区 サービス業 株式会社ブリッジスリーウェイ
京都市中京区 サービス業 株式会社業務渡航センター
京都市中京区 サービス業 散髪仕事人
京都市中京区 サービス業 GKC　烏丸二条教室
京都市中京区 サービス業 STEAM　Engilsh　Academy　四条烏丸校
京都市中京区 サービス業 ゴールフリー　円町教室
京都市中京区 サービス業 ゴールフリー　烏丸二条教室
京都市中京区 サービス業 ゴールフリー　御所南教室
京都市中京区 サービス業 ゴールフリーlab　二条駅前
京都市中京区 サービス業 成基学園　SSS
京都市中京区 サービス業 成基学園　御所南教室
京都市中京区 サービス業 東進　円町駅前校
京都市中京区 サービス業 東進　四条烏丸校
京都市中京区 サービス業 東進　二条駅前校
京都市中京区 サービス業 アルファトラベル株式会社
京都市中京区 サービス業 石井治療院
京都市中京区 サービス業 ホテルインターゲート京都 四条新町
京都市中京区 サービス業 株式会社 エム・ワイ・ケイ・エンタープライズ
京都市中京区 サービス業 aeru
京都市中京区 サービス業 ホテルモントレ株式会社・ホテルモントレ京都
京都市中京区 サービス業 株式会社PEAK DMC JAPAN
京都市中京区 サービス業 株式会社ビューティフルツアー
京都市中京区 サービス業 株式会社ロキシー
京都市中京区 サービス業 LUDENS
京都市中京区 サービス業 ＳａｆｆｙＨａｉＲｅｓｏｒｔ
京都市中京区 サービス業 パエリアレストランバラッカ
京都市中京区 サービス業 美容室あかしんごう
京都市中京区 サービス業 ヘア&メイクアップ　OOPS
京都市中京区 サービス業 ㈲オー・エヌ・エス
京都市中京区 サービス業 有限会社 ワックジャパン
京都市中京区 サービス業 葬祭事業部　クオレ案内センター
京都市中京区 サービス業 ホテルビスタプレミオ京都和邸
京都市中京区 サービス業 ㈱カーニバル　カーニバルクリーニング御池烏丸店
京都市中京区 サービス業 ㈱カーニバル　カーニバルクリーニング御池寺町店
京都市中京区 サービス業 MOVIX京都
京都市中京区 サービス業 Studio Antonio
京都市中京区 サービス業 VISAGE　loca
京都市中京区 サービス業 コニシ理容院
京都市中京区 サービス業 みんなの終活窓口
京都市中京区 サービス業 Befine becs
京都市中京区 サービス業 Befine Coo AVEDA
京都市中京区 サービス業 rule　アムズ御所南サロン
京都市中京区 サービス業 服部和子きもの学院
京都市中京区 サービス業 Dand.A 京都河原町店
京都市中京区 サービス業 (有)氏政クリーニング店　氏政クリーニング壬生店
京都市中京区 サービス業 Inails四条河原町店
京都市中京区 サービス業 理容　マナヅル
京都市中京区 サービス業 佐野クリーニング
京都市中京区 サービス業 PureHealing彩
京都市中京区 サービス業 efesto



ステッカー交付一覧（2021/02/19）
所在地（市区町村） 業種区分 店舗・事業所名

京都市中京区 サービス業 L'AQUILA（ラクイラ）
京都市中京区 サービス業 lume 
京都市中京区 サービス業 ポーラザビューティー四条烏丸店
京都市中京区 サービス業 ラウンドワン京都河原町店
京都市中京区 サービス業 Bellview
京都市中京区 サービス業 Central
京都市中京区 サービス業 East
京都市中京区 サービス業 West
京都市中京区 サービス業 ザ ロイヤルパークホテル 京都三条
京都市中京区 サービス業 個別指導アウル
京都市中京区 サービス業 京料理立神
京都市中京区 サービス業 谷口薫税理士事務所
京都市中京区 サービス業 ラフィネ　コトチカ御池店
京都市中京区 サービス業 ラフィネ　京都三条店
京都市中京区 サービス業 LOGICA HAIR DESIGN（ロジカヘアデザイン）
京都市中京区 サービス業 ヘアーズゲート　BiVi二条店
京都市中京区 サービス業 加圧トレーニングスタジオCUE ONE
京都市中京区 サービス業 eyelash salon Bonnie
京都市中京区 サービス業 hair design Arte
京都市中京区 サービス業 Improve KYOTO
京都市中京区 サービス業 株式会社　プラス
京都市中京区 サービス業 GUICHES【ギッシュ】
京都市中京区 サービス業 モッズヘア京都
京都市中京区 サービス業 カラオケレインボー河原町店
京都市中京区 サービス業 メガロスルフレ河原町三条店
京都市中京区 サービス業 ロジェッタ バイ スノッブ
京都市中京区 サービス業 KARAOKE&BAR 宴家 聚々
京都市中京区 サービス業 VIKASA JAPAN STUDIO
京都市中京区 サービス業 ヘアーサロンプラザ
京都市中京区 サービス業 株式会社マグノリア
京都市中京区 サービス業 Ａｌｍａ　ｈａｉｒ
京都市中京区 サービス業 同時代ギャラリー
京都市中京区 サービス業 auショップ四条河原町
京都市中京区 サービス業 UQスポット四条河原町
京都市中京区 サービス業 コニーアイランドビル2F MonChatBlanc
京都市中京区 サービス業 整体サロンみやび
京都市中京区 サービス業 整体治療院みやび
京都市中京区 サービス業 理容まきで
京都市中京区 サービス業 Proceed
京都市中京区 サービス業 京都技術産業株式会社
京都市中京区 サービス業 キュートA
京都市中京区 サービス業 ヘアーサロン　ヤマシタ
京都市中京区 サービス業 ビューティーサロン アース
京都市中京区 サービス業 ㈱アズライフ
京都市中京区 サービス業 守餞堂
京都市中京区 サービス業 hair atelier miiture
京都市中京区 サービス業 石原クリーニング
京都市中京区 サービス業 理容ﾌﾟﾗｰｼﾞｭ京都店
京都市中京区 サービス業 株式会社ハピネス・アイ　烏丸六角事業所
京都市中京区 サービス業 株式会社ハピネス・アイ　本社
京都市中京区 サービス業 キンコーズ・四条烏丸店
京都市中京区 サービス業 アイプラス
京都市中京区 サービス業 カラダファクトリー
京都市中京区 サービス業 じぶんdeエステ
京都市中京区 サービス業 スターラッシュ
京都市中京区 サービス業 スピード小顔
京都市中京区 サービス業 ネイルプラザ
京都市中京区 サービス業 四条烏丸中央整骨院/はり灸院
京都市中京区 サービス業 私のお針箱
京都市中京区 サービス業 占い黒ばら白ばら



ステッカー交付一覧（2021/02/19）
所在地（市区町村） 業種区分 店舗・事業所名

京都市中京区 サービス業 街着レンタル京裳庵
京都市中京区 サービス業 BEAUTY ROOM RIVIA
京都市中京区 サービス業 カリグラフィー京都　知ふみ書道　御所南教室
京都市中京区 サービス業 BB-PHOTO
京都市中京区 サービス業 リラクゼーション楽種
京都市中京区 サービス業 リラクゼーション楽朕
京都市中京区 サービス業 ヘアーサロン　キムラ
京都市中京区 サービス業 株式会社simsim
京都市中京区 サービス業 ベストスタイルフィットネス京都烏丸
京都市中京区 サービス業 京友禅体験工房丸益西村屋
京都市中京区 サービス業 キンコーズ・河原町三条店
京都市中京区 サービス業 俣野歯科医院
京都市中京区 サービス業 ミドリ理容室
京都市中京区 サービス業 カリカチュア・ジャパン　祇園四条店
京都市中京区 サービス業 PIÈCE PRIVÉ(ピエスプリベ)
京都市中京区 サービス業 株式会社　二葉自動車工作所
京都市中京区 サービス業 へア　メイク　ステディ
京都市中京区 サービス業 へア　メイク　ステディ　ビズ
京都市中京区 サービス業 白洋舎中京富小路店
京都市中京区 サービス業 畠鍼灸院整骨院
京都市中京区 サービス業 かねだ接骨院
京都市中京区 サービス業 かねだ治療院
京都市中京区 サービス業 有限会社丸益西村屋
京都市中京区 サービス業 yukitomo&bar
京都市中京区 サービス業 京都府中京民主商工会
京都市中京区 サービス業 おばんざい櫻川
京都市中京区 サービス業 テルノヤノマエ
京都市中京区 サービス業 琴子
京都市中京区 サービス業 いっチャイナ
京都市中京区 サービス業 株式会社タクサド
京都市中京区 サービス業 サイクルショップエイリン 二条駅前店
京都市中京区 サービス業 まめちか
京都市中京区 サービス業 株式会社ルリアン
京都市中京区 サービス業 司法書士法人Ｆ＆Ｐａｒｔｎｅｒｓ
京都市中京区 サービス業 Glayage KYOTO
京都市中京区 サービス業 行政書士よこやま法務事務所　四条烏丸相談ルーム
京都市中京区 サービス業 サイクルショップエイリン御池店
京都市中京区 サービス業 Ｔ－ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ
京都市中京区 サービス業 株式会社ｗｉｓｈ－ａｌｉｚｅ
京都市中京区 サービス業 有限会社美容室ボンド
京都市中京区 サービス業 CLUB  Dear
京都市中京区 サービス業 KEC教育グループ　京都校
京都市中京区 サービス業 hair design RE'ECHO
京都市中京区 サービス業 個別指導　学進館　烏丸御池校
京都市中京区 サービス業 個別指導　学進館　二条校
京都市中京区 サービス業 狐一香
京都市中京区 サービス業 HairArtBamboo
京都市中京区 サービス業 株式会社リバースイートキョウト・リバースイート京都鴨川迎賓館
京都市中京区 サービス業 Hairgirasol
京都市中京区 サービス業 二条城チャペル　セント・アベニール
京都市中京区 サービス業 骨盤therapy烏丸
京都市中京区 サービス業 株式会社 ゼネラル・サービス
京都市中京区 サービス業 なかい歯科
京都市中京区 サービス業 サロン和み
京都市中京区 サービス業 事務所
京都市中京区 サービス業 カットハウス キンギョ
京都市中京区 サービス業 税理士安井事務所
京都市中京区 サービス業 良知学舎
京都市中京区 サービス業 PIONA烏丸三条店
京都市中京区 サービス業 エレガンス美容室



ステッカー交付一覧（2021/02/19）
所在地（市区町村） 業種区分 店舗・事業所名

京都市中京区 サービス業 結税理士法人
京都市中京区 サービス業 京都中井　サウンドスペース　絹つる
京都市中京区 サービス業 PORTE-BONHEDR円町
京都市中京区 サービス業 京都ホテルオークラ写真室
京都市中京区 サービス業 合気道京都道場
京都市中京区 サービス業 京都第一法律事務所
京都市中京区 娯楽業 ラウンドワン京都河原町店
京都市中京区 娯楽業 カラオケ館　四条河原町本店
京都市中京区 娯楽業 京都オリンピア
京都市中京区 娯楽業 cuti＋
京都市中京区 娯楽業 メガビッグ河原町六角店
京都市中京区 娯楽業 MOVIX京都
京都市中京区 娯楽業 オリンピア
京都市中京区 娯楽業 ゲームパニック京都
京都市中京区 娯楽業 アーバンゴルフ烏丸御池
京都市中京区 娯楽業 LOUNGE  SERENDIPITY  １号店
京都市中京区 娯楽業 LOUNGE  SERENDIPITY  ２号店
京都市中京区 娯楽業 LOUNGE SERENDIPITY 1号店
京都市中京区 娯楽業 LOUNGE SERENDIPITY 2号店
京都市中京区 その他 アクセア四条烏丸店
京都市中京区 その他 ㈱プーゼフルール
京都市中京区 その他 二条自動車教習所
京都市中京区 その他 株式会社ﾃｨｰ･ｴﾙ･ｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ ﾋｯﾂｴﾘｱﾊﾞｰﾙﾚ・ﾅﾎﾟﾘ
京都市中京区 その他 日本まつげ美容株式会社
京都市中京区 その他 日本まつげ美容株式会社Natural Beauty Salon
京都市中京区 その他 ビックエコー京都三条大橋店
京都市中京区 その他 京都府紙器段ボール箱工業組合
京都市中京区 その他 一般社団法人司延子モダンバレエ
京都市中京区 その他 WOMB美和鍼灸院
京都市中京区 その他 フィールドスタジオ
京都市中京区 その他 ワインスクール　井上塾
京都市中京区 その他 エステキタサガ
京都市中京区 その他 リンデンバウム
京都市中京区 その他 京都万華鏡こう房・京都万華鏡ミュージアム
京都市中京区 その他 江原鍼灸整骨院
京都市中京区 その他 京都着物レンタル夢館　御池別邸
京都市中京区 その他 株式会社Ｅvans 旧邸御室
京都市中京区 その他 京都レンタルサイクル
京都市中京区 その他 go整骨院
京都市中京区 その他 医療法人資久会　アキヤマ歯科医院
京都市中京区 その他 ギャリエ　ヤマシタ1号館
京都市中京区 その他 ギャリエ　ヤマシタ2号館
京都市中京区 その他 寺町京極商店街振興組合
京都市中京区 その他 京都信用金庫　円町支店
京都市中京区 その他 京都信用金庫　河原町支店
京都市中京区 その他 京都信用金庫　三条支店
京都市中京区 その他 京都信用金庫　朱雀支店
京都市中京区 その他 京都信用金庫　壬生支店
京都市中京区 その他 あおぞら御池
京都市中京区 その他 あおぞら西院
京都市中京区 その他 京都GROWLY
京都市中京区 その他 アルバサンス
京都市中京区 その他 京都ホテル観光ブライダル専門学校
京都市中京区 その他 ラ・キャリエールクッキングスクール
京都市中京区 その他 Gallery　Take　two
京都市中京区 その他 あんじゅ京都カイロプラクティック研究所
京都市中京区 その他 たけなが整骨院
京都市中京区 その他 株式会社フジヤ京都支店
京都市中京区 その他 beone　salon　brillant（ビーワンサロンブリリアント）
京都市中京区 その他 鍼灸　志楽
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京都市中京区 その他 かんな整骨院
京都市中京区 その他 協同組合関西経済交流会
京都市中京区 その他 壬生寺
京都市中京区 その他 税理士法人西田会計事務所
京都市中京区 その他 cuti＋
京都市中京区 その他 京都伝統工芸館
京都市中京区 その他 松村鍼灸整骨院
京都市中京区 その他 アイネーム
京都市中京区 その他 アキヤマ歯科医院
京都市中京区 その他 エイトレント
京都市中京区 その他 カリカチュアジャパン
京都市中京区 その他 ビガン
京都市中京区 その他 ゆめみし
京都市中京区 その他 リアン
京都市中京区 その他 リラ
京都市中京区 その他 京都府美容業生活衛生同業組合
京都市中京区 その他 阪本漢方堂薬局
京都市中京区 その他 京都市民共済生活協同組合
京都市中京区 その他 京都民際日本語学校西大路校
京都市中京区 その他 栄藤
京都市中京区 その他 大市
京都市中京区 その他 丹美賀
京都市中京区 その他 楠
京都市中京区 その他 福本
京都市中京区 その他 有限会社　丹米
京都市中京区 その他 株式会社トラスト保険サービス
京都市中京区 その他 DAIDOKORO
京都市中京区 その他 Question
京都市中京区 その他 Question・Reception
京都市中京区 その他 京都信用金庫　QUESTION 1階（awaber)
京都市中京区 その他 京都信用金庫　QUESTION 2階（Reception)
京都市中京区 その他 京都信用金庫　QUESTION 3階（Question)
京都市中京区 その他 京都信用金庫　QUESTION 4階（Community Steps)
京都市中京区 その他 京都信用金庫　QUESTION 5階（Students Lab)
京都市中京区 その他 京都信用金庫　QUESTION 6階（河原町支店)
京都市中京区 その他 京都信用金庫　QUESTION 7階（QUESTION)
京都市中京区 その他 京都信用金庫　QUESTION 8階（DAIDOKORO)
京都市中京区 その他 キンシ正宗　堀野記念館
京都市中京区 その他 特定非営利活動法人京都コミュニティ放送（京都三条ラジオカフェ）
京都市中京区 その他 烏丸ビューティーデンタルクリニック
京都市中京区 その他 株式会社　山武扇舗
京都市中京区 その他 大同生命保険株式会社　京都支社
京都市中京区 その他 特定非営利活動法人　京都龍馬会
京都市中京区 その他 京都御池税理士法人
京都市中京区 その他 株式会社エクザム
京都市中京区 その他 株式会社アクセル・モード　京都支社
京都市中京区 その他 有限会社　橋村経理事務所
京都市中京区 その他 京都事務所
京都市中京区 その他 有限会社アルファタウ
京都市中京区 その他 ハングリーズ株式会社
京都市中京区 その他 太陽はり・きゅう整骨院
京都市中京区 その他 しまだいギャラリー
京都市中京区 その他 B-BOX整体
京都市中京区 その他 CHONJU contemporary art
京都市中京区 その他 篠原労働衛生コンサルタント事務所
京都市中京区 その他 ふみか
京都市中京区 その他 雨森鍼灸接骨院
京都市中京区 その他 美月
京都市中京区 その他 コモドクラブ
京都市中京区 その他 学び屋ろすい
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京都市中京区 その他 山上雅子IBA
京都市中京区 その他 長石米穀店
京都市中京区 その他 医療法人　ふち内科クリニック
京都市中京区 その他 中島接骨院
京都市中京区 その他 京都税理士協同組合
京都市中京区 その他 痛みの治療院　サラヴァ！
京都市中京区 その他 豆招福・豆カフェ・福
京都市中京区 その他 島津製作所 創業記念資料館
京都市中京区 その他 御所南はらしまクリニック
京都市中京区 その他 今井接骨院
京都市中京区 その他 北浦接骨院
京都市中京区 その他 かねだ整骨院
京都市中京区 その他 森田接骨院
京都市中京区 その他 梅本接骨院
京都市中京区 その他 廣田鍼灸整骨院
京都市中京区 その他 いとう整骨院
京都市中京区 その他 ボディケアサロン　りふれっ手
京都市中京区 その他 無塵Antique古道具
京都市中京区 その他 華陽おもてなし京都
京都市中京区 その他 株式会社ゼネラル・サービス
京都市中京区 その他 あさの鍼灸整骨院
京都市中京区 その他 医療法人　芝山眼科
京都市中京区 その他 にう診療所
京都市中京区 その他 マリ・レスポアール
京都市中京区 その他 カラダ整骨院
京都市中京区 その他 河野歯科医院
京都市中京区 その他 弁護士法人 田中彰寿法律事務所 京都本部
京都市中京区 その他 水上治療院
京都市中京区 その他 きたはら歯科
京都市中京区 その他 ふたば鍼灸整骨院
京都市東山区 建設業 リフォシー（株）東山支店
京都市東山区 建設業 株式会社澤吉　本店
京都市東山区 建設業 塚本避雷針工業株式会社
京都市東山区 建設業 株式会社セットアップウィン
京都市東山区 建設業 有限会社　ばんば
京都市東山区 製造業 株）小町家
京都市東山区 製造業 株式会社 長楽館
京都市東山区 製造業 有限会社水徳
京都市東山区 製造業 有限会社谷口清雅堂
京都市東山区 製造業 有限会社ゴンかまぼこ　いづ萬
京都市東山区 製造業 株式会社プレスハウス
京都市東山区 製造業 （株）森俊山
京都市東山区 製造業 高田雅楽
京都市東山区 製造業 瀬川織物株式会社
京都市東山区 製造業 PICAROEIS
京都市東山区 卸売業 大橋商事㈱
京都市東山区 卸売業 総本家肉の大橋亭
京都市東山区 卸売業 森田氷室本店
京都市東山区 卸売業 サンパルコ株式会社　本社
京都市東山区 卸売業 紙工房姫
京都市東山区 卸売業 アイリス化成株式会社
京都市東山区 卸売業 京都陶磁器卸商業協同組合
京都市東山区 小売業 マールブランシュ加加阿３６５祇園店
京都市東山区 小売業 マールブランシュ清水坂店
京都市東山区 小売業 侘家古暦堂うま味さん　
京都市東山区 小売業 株式会社松栄堂　松栄堂産寧坂店
京都市東山区 小売業 (株)丸や　おちゃのこさいさい産寧坂店
京都市東山区 小売業 くろちくび和ん店
京都市東山区 小売業 くろちく青龍苑店
京都市東山区 小売業 くろちく祗園倭美坐店
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京都市東山区 小売業 聖護院八ツ橋　岩月堂清水店
京都市東山区 小売業 伊藤久右衛門 祇園四条店・茶房
京都市東山区 小売業 お酒の美術館プレミアムショップ　清水寺店
京都市東山区 小売業 きゅうべえ東山物流部
京都市東山区 小売業 きゅうべえ本社
京都市東山区 小売業 きんとと家
京都市東山区 小売業 株式会社 山口屋
京都市東山区 小売業 株式会社ＤＵＢＪＡＰＡＮ
京都市東山区 小売業 木村桜士堂
京都市東山区 小売業 ユリヤ化粧品店
京都市東山区 小売業 WINE＆酒　ランバート
京都市東山区 小売業 株式会社　半兵衛麸
京都市東山区 小売業 京つけもの大安　祇園店
京都市東山区 小売業 杉養蜂園　京都産寧坂店
京都市東山区 小売業 京都青窯会協同組合
京都市東山区 小売業 前謙株式会社
京都市東山区 小売業 有限会社清水坂すぎやま
京都市東山区 小売業 株式会社　原了郭
京都市東山区 小売業 有限会社ニシダや
京都市東山区 小売業 スギドラッグ祇園店
京都市東山区 小売業 株式会社　京山城屋
京都市東山区 小売業 京都山本製革店
京都市東山区 小売業 木嶋鮮魚店
京都市東山区 小売業 Arts 安木
京都市東山区 小売業 マリーハウス
京都市東山区 小売業 楽しいこのも　おおはし
京都市東山区 小売業 ㈱東五六
京都市東山区 小売業 若杉屋
京都市東山区 小売業 福田真株式会社
京都市東山区 小売業 京つけもの西利　祇園店
京都市東山区 小売業 京つけもの西利　清水産寧坂店
京都市東山区 小売業 京つけもの西利　清水店
京都市東山区 小売業 ベル
京都市東山区 小売業 京友会
京都市東山区 小売業 楽陽商店
京都市東山区 小売業 株式会社かとう商会
京都市東山区 小売業 京都清水寺門前普門庵　普門庵一の菓匠
京都市東山区 小売業 5階A号　祇園真珠蘭
京都市東山区 小売業 大阪屋こうじ店（三条神宮道）
京都市東山区 小売業 光明電気株式会社
京都市東山区 小売業 大和屋志村
京都市東山区 小売業 グランマーブル　祗園
京都市東山区 小売業 有限会社　やよい
京都市東山区 小売業 洛趣舎
京都市東山区 小売業 ギャラリー鉄斎堂
京都市東山区 小売業 京のやきもの　わくわく
京都市東山区 小売業 三原たばこ店
京都市東山区 小売業 東山ヒラタ精肉店
京都市東山区 小売業 松原　肉のむら瀬
京都市東山区 小売業 株式会社田伏石材商店　西大谷店
京都市東山区 小売業 祇園味幸　本店
京都市東山区 小売業 本家西尾八ッ橋 三年坂店
京都市東山区 小売業 本家西尾八ッ橋 祇園南店
京都市東山区 小売業 本家西尾八ッ橋 祇園北店
京都市東山区 小売業 本家西尾八ッ橋 清水坂店
京都市東山区 小売業 本家西尾八ッ橋 清水店
京都市東山区 小売業 イトウサイクルモーター
京都市東山区 小売業 京つけもの赤尾屋　本店
京都市東山区 小売業 株式会社長谷川米穀店
京都市東山区 小売業 鍵善良房　本店
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京都市東山区 小売業 桜士堂
京都市東山区 小売業 古美術　長瀬
京都市東山区 小売業 東山書院
京都市東山区 小売業 喜多古美術店
京都市東山区 小売業 陶葊 本店
京都市東山区 小売業 陶葊 八坂店
京都市東山区 小売業 甘春堂 東店
京都市東山区 小売業 甘春堂 本店
京都市東山区 小売業 洋菓子ぎをんさかい
京都市東山区 小売業 株式会社中西松豊軒
京都市東山区 小売業 辻利京都店
京都市東山区 小売業 森陶器館南店
京都市東山区 小売業 森陶器館本店
京都市東山区 小売業 香十二寧坂店
京都市東山区 小売業 セブンイレブン京都祇園北
京都市東山区 小売業 株式会社　丸山機械
京都市東山区 小売業 HMAEN京都店
京都市東山区 小売業 オルビータ　京都八坂
京都市東山区 小売業 星野画廊
京都市東山区 小売業 株式会社OKAMOTO
京都市東山区 小売業 かづら清老舗　祇園本店
京都市東山区 小売業 藤平陶芸有限会社
京都市東山区 小売業 八星酒店
京都市東山区 小売業 株式会社京都忘我亭・忘我亭哲学の道店
京都市東山区 小売業 株式会社志野
京都市東山区 小売業 有限会社イゾウ
京都市東山区 小売業 京扇子司　くまがい菁々堂　宮川町店
京都市東山区 小売業 洛趣舎なかにし
京都市東山区 小売業 ハンドバッグ特選服飾品　香鳥屋
京都市東山区 小売業 sweets collction ＣＵＯＲＥ
京都市東山区 小売業 渡辺法衣仏具店
京都市東山区 小売業 魚津屋
京都市東山区 不動産・賃貸業 繩手新橋大西ビル
京都市東山区 不動産・賃貸業 祇園新橋サンキンガレージ
京都市東山区 不動産・賃貸業 広瀬不動産
京都市東山区 不動産・賃貸業 第一住宅
京都市東山区 不動産・賃貸業 第一住宅　北村明夫
京都市東山区 宿泊業 株式会社　禿庵
京都市東山区 宿泊業 蔵や　清水五条
京都市東山区 宿泊業 蔵や　しばし梅屋町
京都市東山区 宿泊業 倭乃里京都ミュゼ
京都市東山区 宿泊業 寿栄屋
京都市東山区 宿泊業 Luxe Estate株式会社
京都市東山区 宿泊業 ＵＤホスピタリティマネジメント株式会社
京都市東山区 宿泊業 ベルジャヤ京都ディベロップメント株式会社
京都市東山区 宿泊業 株式会社　三井不動産ホテルマネジメント　ホテル ザ セレスティン京都祇園

京都市東山区 宿泊業 株式会社　新門荘
京都市東山区 宿泊業 株式会社ジェイテック
京都市東山区 宿泊業 株式会社ニシザワステイ
京都市東山区 宿泊業 株式会社吉今
京都市東山区 宿泊業 株式会社京都清水オペレーションズ
京都市東山区 宿泊業 株式会社近鉄・都ホテルズ ウェスティン都ホテル京都
京都市東山区 宿泊業 株式会社日昇館
京都市東山区 宿泊業 株式会社畑中
京都市東山区 宿泊業 合資会社晴鴨楼
京都市東山区 宿泊業 都廣興業株式会社
京都市東山区 宿泊業 日本通信機器株式会社　京都東山荘
京都市東山区 宿泊業 有限会社　白梅
京都市東山区 宿泊業 CAFETEL京都三条　For　Ladies
京都市東山区 宿泊業 アパホテル〈京都祇園〉EXCELLENT
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京都市東山区 宿泊業 アーバイン京都 清水五条
京都市東山区 宿泊業 エントラスト合同会社
京都市東山区 宿泊業 テラス清水京都
京都市東山区 宿泊業 株式会社ＨＡＯ
京都市東山区 宿泊業 株式会社ギオン福住・春夏秋雪 京の宿 ギオン福住
京都市東山区 宿泊業 有限会社きのゑ旅館
京都市東山区 宿泊業 株式会社ギオン福住
京都市東山区 宿泊業 株式会社 坂のホテル京都
京都市東山区 宿泊業 株式会社呉竹荘　ホテル呉竹荘　京都清水五条
京都市東山区 宿泊業 藤友商事株式会社　カプセルホテルルーマプラザ
京都市東山区 宿泊業 GionHANNASTAY
京都市東山区 宿泊業 ゴザンホテル&サービスアパートメント東山三条
京都市東山区 宿泊業 京都グランベルホテル
京都市東山区 宿泊業 今熊野テラス庵
京都市東山区 宿泊業 Tonton Nobu
京都市東山区 宿泊業 ペンション古都夢
京都市東山区 宿泊業 ホテル秀峰閣
京都市東山区 宿泊業 ハイアット リージェンシー 京都　ウエディングパントリー
京都市東山区 宿泊業 ハイアット リージェンシー 京都　サービスパントリー
京都市東山区 宿泊業 ハイアット リージェンシー 京都　バンケットパントリー
京都市東山区 宿泊業 旅館富久家
京都市東山区 宿泊業 ゲストハウス　トゥ・カサ
京都市東山区 宿泊業 清水山荘
京都市東山区 宿泊業 白川邸
京都市東山区 宿泊業 料理旅館 花楽
京都市東山区 宿泊業 zizi kyoto
京都市東山区 宿泊業 Park Hyatt Kyoto
京都市東山区 宿泊業 舞府　別邸
京都市東山区 宿泊業 割烹よこ林
京都市東山区 宿泊業 京都祇園新橋庵
京都市東山区 宿泊業 八坂半
京都市東山区 宿泊業 株式会社京都橘屋
京都市東山区 宿泊業 太田　恵子（恵’s MAPLE）
京都市東山区 宿泊業 Fluffy Koo's Homestay
京都市東山区 宿泊業 雲・小月
京都市東山区 宿泊業 雲・小今
京都市東山区 宿泊業 雲・小坂
京都市東山区 宿泊業 雲・小松
京都市東山区 宿泊業 梅香堂
京都市東山区 宿泊業 ART MON ZEN KYOTO（有限会社茶道具なかにし）
京都市東山区 宿泊業 SEVEN SYAT
京都市東山区 宿泊業 清水坂　きよみず　川かみ
京都市東山区 宿泊業 Magic Table
京都市東山区 宿泊業 club瑞姫
京都市東山区 宿泊業 手打ちうどん麺喰金家
京都市東山区 宿泊業 2254
京都市東山区 宿泊業 株式会社愛京
京都市東山区 宿泊業 ゲストハウス編暇
京都市東山区 宿泊業 別邸樹下
京都市東山区 宿泊業 和み家　京都　祇園
京都市東山区 宿泊業 石塀小路夢庵
京都市東山区 宿泊業 季楽　京都祇園
京都市東山区 宿泊業 サンチャゴゲストハウス京都
京都市東山区 宿泊業 四季四季　東山
京都市東山区 飲食業 GION Bar それいゆ
京都市東山区 飲食業 INA remake INOUE
京都市東山区 飲食業 TRACK&FIELD
京都市東山区 飲食業 絵里奈
京都市東山区 飲食業 京の飴工房　憩和井八坂店
京都市東山区 飲食業 祗をん鰻　松乃
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京都市東山区 飲食業 とにまる　茶わん坂店
京都市東山区 飲食業 智子
京都市東山区 飲食業 和食香穂
京都市東山区 飲食業 八坂通り燕楽
京都市東山区 飲食業 侘家古暦堂祇園花見小路本店　
京都市東山区 飲食業 萬’燕楽
京都市東山区 飲食業 ＡＫＡＧＡＮＥ　ＲＥＳＯＲＴ　 ＫＹＯＴＯ　ＨＩＧＡＳＨＩＹＡＭＡ　192
京都市東山区 飲食業 BAR たかはし
京都市東山区 飲食業 eXcafe祇園店
京都市東山区 飲食業 HOTEL VMG RESORT KYOTO
京都市東山区 飲食業 IL GHIOTTONE
京都市東山区 飲食業 IT'S GION 2 DEUX （株式会社LeR.D.R）
京都市東山区 飲食業 憩処　いちひな
京都市東山区 飲食業 おしゃべりブタ野郎
京都市東山区 飲食業 かねや
京都市東山区 飲食業 株式会社KYOYA京家きよみず祇をん新橋
京都市東山区 飲食業 株式会社thirtyeight祇園さやか
京都市東山区 飲食業 株式会社いつわ　らーめんいつわ
京都市東山区 飲食業 株式会社圓堂ﾎﾃﾙｻﾞｾﾚｽﾃｨﾝ京都祇園店
京都市東山区 飲食業 株式会社圓堂ホテルバー近江榮
京都市東山区 飲食業 株式会社圓堂八坂西邸
京都市東山区 飲食業 株式会社圓堂八坂本邸
京都市東山区 飲食業 株式会社圓堂八坂南邸
京都市東山区 飲食業 株式会社近江榮　和風バー近江榮
京都市東山区 飲食業 株式会社　末広
京都市東山区 飲食業 株式会社なみ里
京都市東山区 飲食業 祇園　GOLD
京都市東山区 飲食業 祇園　One Love Bar
京都市東山区 飲食業 祇園　迦陵
京都市東山区 飲食業 祇園　ひらつか
京都市東山区 飲食業 京都幽玄
京都市東山区 飲食業 きよし
京都市東山区 飲食業 清水菓寮　六角庵
京都市東山区 飲食業 グリル新月
京都市東山区 飲食業 札幌かに屋　京都店
京都市東山区 飲食業 祇をん宮由紀
京都市東山区 飲食業 祇をん宮由紀CLUB PePe
京都市東山区 飲食業 ステーキ花郷　祇園店
京都市東山区 飲食業 竹香
京都市東山区 飲食業 フェニックス
京都市東山区 飲食業 二葉
京都市東山区 飲食業 フレッシュ マーケット （株式会社LeR.D.R）
京都市東山区 飲食業 麺処むらじ祇園本店
京都市東山区 飲食業 洋食の店　みしな
京都市東山区 飲食業 ラウンジイクカ
京都市東山区 飲食業 るいしゃんてぃ
京都市東山区 飲食業 菊しん
京都市中京区 飲食業 ネージュ
京都市東山区 飲食業 DROOG
京都市東山区 飲食業 LUKE
京都市東山区 飲食業 居酒屋　しば　SHIBA
京都市東山区 飲食業 柏木
京都市東山区 飲食業 カフェ＆レストラン　ホワイトラバー
京都市東山区 飲食業 株式会社スリーパーソンズ　ステーキなか彦
京都市東山区 飲食業 かわばた
京都市東山区 飲食業 菊乃井本店
京都市東山区 飲食業 キッチンバー　チャーミー
京都市東山区 飲食業 京Apollo食堂
京都市東山区 飲食業 京都AKB48坂道グループカフェ
京都市東山区 飲食業 綺羅
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京都市東山区 飲食業 茶房五建（喫茶）
京都市東山区 飲食業 杉恵
京都市東山区 飲食業 惣助
京都市東山区 飲食業 多な加　匠心庵
京都市東山区 飲食業 ディティール　ラーメン
京都市東山区 飲食業 手打ちそば処　坂
京都市東山区 飲食業 とり百鶏　笑座
京都市東山区 飲食業 バー　Ｚ
京都市東山区 飲食業 ハードロックカフェ京都
京都市東山区 飲食業 円山　志ぐれ
京都市東山区 飲食業 無碍山房
京都市東山区 飲食業 メンバーズ　まゆ美
京都市東山区 飲食業 やきとり　とりすけ
京都市東山区 飲食業 山口大亭
京都市東山区 飲食業 ラ・ボンバンス祇園
京都市東山区 飲食業 ル・サロンド柏木
京都市東山区 飲食業 ルート873
京都市東山区 飲食業 レストラン　バー　エリ
京都市東山区 飲食業 五建外良屋本店
京都市東山区 飲食業 松葉　北店
京都市東山区 飲食業 総本家にしんそば松葉
京都市東山区 飲食業 福栄堂
京都市東山区 飲食業 壹銭洋食
京都市東山区 飲食業 祇園　八軒
京都市東山区 飲食業 sound
京都市東山区 飲食業 雨音
京都市東山区 飲食業 梅乃家
京都市東山区 飲食業 おばんざい　花水木
京都市東山区 飲食業 株式会社Pick up
京都市東山区 飲食業 株式会社ドリームワークス
京都市東山区 飲食業 祇園　伊美沙
京都市東山区 飲食業 祇園　京乃や
京都市東山区 飲食業 祇園　もとじ
京都市東山区 飲食業 祇園Rose 
京都市東山区 飲食業 京もつ鍋ホルモン朱々 　祇園南本店
京都市東山区 飲食業 玄
京都市東山区 飲食業 定sadan
京都市東山区 飲食業 ステーキハウス　次朗
京都市東山区 飲食業 鳥久
京都市東山区 飲食業 菱岩
京都市東山区 飲食業 山口　西店
京都市東山区 飲食業 ゆうしゅん
京都市東山区 飲食業 凛々杏
京都市東山区 飲食業 わらじや
京都市東山区 飲食業 bar ここ
京都市東山区 飲食業 Funny Creatures Forest 京都祇園店
京都市東山区 飲食業 ＨＩＲＯＫＯ
京都市東山区 飲食業 hoiknot
京都市東山区 飲食業 KIYOMIZU 京都東山
京都市東山区 飲食業 Kobe Beef steak モーリヤ 祇園
京都市東山区 飲食業 pasha
京都市東山区 飲食業 pooh's?...café
京都市東山区 飲食業 sayura
京都市東山区 飲食業 あれコレそれ
京都市東山区 飲食業 いもぼう平野家本家
京都市東山区 飲食業 お食事処 明日香
京都市東山区 飲食業 かさぎ屋
京都市東山区 飲食業 ぎおん徳屋
京都市東山区 飲食業 グリル クック
京都市東山区 飲食業 合資会社　きんなべ
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京都市東山区 飲食業 皐月亭
京都市東山区 飲食業 祇をん　なる美菜
京都市東山区 飲食業 祇をん　茉未沙
京都市東山区 飲食業 竹きし
京都市東山区 飲食業 菜の香
京都市東山区 飲食業 バーベスパ京都
京都市東山区 飲食業 らぁ〜めん京　祇園本店
京都市東山区 飲食業 ラウンジ愛
京都市東山区 飲食業 レストラン キエフ
京都市東山区 飲食業 株式会社 ぎおん商店
京都市東山区 飲食業 株式会社 花咲
京都市東山区 飲食業 株式会社 尽膳口福美食文化
京都市東山区 飲食業 株式会社OKU
京都市東山区 飲食業 株式会社高澤
京都市東山区 飲食業 株式会社美濃吉
京都市東山区 飲食業 祇園　えもん
京都市東山区 飲食業 祇園　おくむら
京都市東山区 飲食業 祇園　しんうえもん
京都市東山区 飲食業 祇園　岩元
京都市東山区 飲食業 喫茶去京極
京都市東山区 飲食業 京都悠洛ホテルMギャラリー
京都市東山区 飲食業 京料理 八坂 魚藤
京都市東山区 飲食業 月
京都市東山区 飲食業 匠奥村
京都市東山区 飲食業 松詠堂 MATCHA GARDEN
京都市東山区 飲食業 清観亭
京都市東山区 飲食業 忠僕茶屋
京都市東山区 飲食業 冨月
京都市東山区 飲食業 有限会社 こうへい
京都市東山区 飲食業 有限会社 川上
京都市東山区 飲食業 有限会社ケーアイ
京都市東山区 飲食業 有限会社わた亀
京都市東山区 飲食業 蓮
京都市東山区 飲食業 蓮月茶や
京都市東山区 飲食業 Bar Eniac
京都市東山区 飲食業 ＣＬＵＢ　ＲＩＫＩ
京都市東山区 飲食業 Gion-Jasco
京都市東山区 飲食業 JAMMIN
京都市東山区 飲食業 Le Soleil
京都市東山区 飲食業 Rise（リゼ）
京都市東山区 飲食業 SHOT BAR 祇園 LUPIN!?
京都市東山区 飲食業 Sourire
京都市東山区 飲食業 いふじ
京都市東山区 飲食業 かしわ
京都市東山区 飲食業 割烹　吉膳
京都市東山区 飲食業 祇園くらした
京都市東山区 飲食業 京のおばんざい　紬
京都市東山区 飲食業 串揚げ　みしの
京都市東山区 飲食業 こん本店
京都市東山区 飲食業 とり新
京都市東山区 飲食業 春子
京都市東山区 飲食業 比日氣
京都市東山区 飲食業 焼肉　韓日亭
京都市東山区 飲食業 有限会社はやかわ
京都市東山区 飲食業 りぶーと
京都市東山区 飲食業 井筒屋
京都市東山区 飲食業 株式会社ユージェーグローイングアップ 
京都市東山区 飲食業 亀ちゃん
京都市東山区 飲食業 祇園　おかだ
京都市東山区 飲食業 祇園　にしむら
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京都市東山区 飲食業 祇園気まぐれジョージ
京都市東山区 飲食業 祇園新橋　花りん
京都市東山区 飲食業 吉祥菓寮　祇園本店
京都市東山区 飲食業 宮川町　さか
京都市東山区 飲食業 京料理　うえの
京都市東山区 飲食業 玄品　京都祇園
京都市東山区 飲食業 前田珈琲　京博店
京都市東山区 飲食業 鳥新
京都市東山区 飲食業 鍋善
京都市東山区 飲食業 未来
京都市東山区 飲食業 麺処　あしかり　三条店
京都市東山区 飲食業 餃子の王将 祇園八坂店
京都市東山区 飲食業 (有) 杢兵衛
京都市東山区 飲食業 BAR KumaSan
京都市東山区 飲食業 Buddy ９２
京都市東山区 飲食業 GALLE
京都市東山区 飲食業 MILANO
京都市東山区 飲食業 momo
京都市東山区 飲食業 R and R アールアンドアール
京都市東山区 飲食業 R～reve～
京都市東山区 飲食業 UNJOUR祇園
京都市東山区 飲食業 Wine Bar Yamawaki
京都市東山区 飲食業 美愉
京都市東山区 飲食業 （株）世阿弥　京料理 東観荘
京都市東山区 飲食業 祇園みやじや
京都市東山区 飲食業 菊川
京都市東山区 飲食業 ぎをん　華咲
京都市東山区 飲食業 ここどす
京都市東山区 飲食業 コロラド祇園
京都市東山区 飲食業 酒菜　栩栩膳
京都市東山区 飲食業 ステーキハウス純心庵
京都市東山区 飲食業 丹後のあじわい 有竹
京都市東山区 飲食業 鳥しげ
京都市東山区 飲食業 なかぎし
京都市東山区 飲食業 なか一
京都市東山区 飲食業 ひさご
京都市東山区 飲食業 ファミリーズ　集
京都市東山区 飲食業 フェロー＆フェロー
京都市東山区 飲食業 ぶどうの蔵
京都市東山区 飲食業 ボンズロザリー
京都市東山区 飲食業 みの竹
京都市東山区 飲食業 宮.みや
京都市東山区 飲食業 メンバーズようこ
京都市東山区 飲食業 レストラン菊水
京都市東山区 飲食業 ゑび秀
京都市東山区 飲食業 一休庵
京都市東山区 飲食業 隠
京都市東山区 飲食業 加奈
京都市東山区 飲食業 華小町
京都市東山区 飲食業 株式会社 祇園土井
京都市東山区 飲食業 株式会社 京大和
京都市東山区 飲食業 株式会社 大達 祇園白川ラーメン
京都市東山区 飲食業 株式会社丸由
京都市東山区 飲食業 季 ーときー
京都市東山区 飲食業 季節料理祗園きたむら
京都市東山区 飲食業 祇をんきらら合同会社
京都市東山区 飲食業 祇園 ８８
京都市東山区 飲食業 祇園　みかく
京都市東山区 飲食業 祇園 乙友
京都市東山区 飲食業 祇園　花らく
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京都市東山区 飲食業 祇園NITI
京都市東山区 飲食業 京料理　ほうざん
京都市東山区 飲食業 銀茶寮
京都市東山区 飲食業 熊の焼鳥祇園白川
京都市東山区 飲食業 骨董BAR 文人墨客
京都市東山区 飲食業 歳時記年神
京都市東山区 飲食業 旬の料理とおばんざい つぼみ
京都市東山区 飲食業 石屋株式会社
京都市東山区 飲食業 中国料理青冥 祇園店
京都市東山区 飲食業 塔の下
京都市東山区 飲食業 東山ゆう豆
京都市東山区 飲食業 藤石
京都市東山区 飲食業 富久
京都市東山区 飲食業 冨田屋
京都市東山区 飲食業 文の助茶屋 本店
京都市東山区 飲食業 萬治郎
京都市東山区 飲食業 ぎをん　まんざら
京都市東山区 飲食業 株式会社 順正　　清水順正おかべ家
京都市東山区 飲食業 居酒屋　くしまつ
京都市東山区 飲食業 サラダ
京都市東山区 飲食業 ジンギスカン専門店
京都市東山区 飲食業 翠雲苑
京都市東山区 飲食業 炭火×酒　東せき
京都市東山区 飲食業 津田楼
京都市東山区 飲食業 花のれん
京都市東山区 飲食業 まさこ
京都市東山区 飲食業 松葉亭
京都市東山区 飲食業 メンバーズのん
京都市東山区 飲食業 怜音
京都市東山区 飲食業 PENGUIN
京都市東山区 飲食業 Swing-By合同会社
京都市東山区 飲食業 すし処　北の幸
京都市東山区 飲食業 メンバーズ ミンク
京都市東山区 飲食業 株式会社 与太呂新社 相撲茶屋いころ 懐石櫻
京都市東山区 飲食業 株式会社 萬養軒
京都市東山区 飲食業 株式会社れすとらん井筒
京都市東山区 飲食業 祇園 なか原
京都市東山区 飲食業 京阪興業株式会社
京都市東山区 飲食業 山本商店
京都市東山区 飲食業 白川 京とみ
京都市東山区 飲食業 有限会社草園
京都市東山区 飲食業 有限会社道楽
京都市東山区 飲食業 ＢＯＲＮ・ＳＡＩ
京都市東山区 飲食業 祇園　きなな
京都市東山区 飲食業 マルシン飯店
京都市東山区 飲食業 株式会社　文の助茶屋　清水店
京都市東山区 飲食業 喫酒幾星
京都市東山区 飲食業 食たく　かとう
京都市東山区 飲食業 ドンファン
京都市東山区 飲食業 みんなのおうち
京都市東山区 飲食業 株式会社半兵衛麩　茶房
京都市東山区 飲食業 株式会社半兵衛麩　本店
京都市東山区 飲食業 株式会社　半兵衛麸
京都市東山区 飲食業 spice32 祇園店
京都市東山区 飲食業 barmeat
京都市東山区 飲食業 likable
京都市東山区 飲食業 Ms・さつき
京都市東山区 飲食業 Re:Bar
京都市東山区 飲食業 あぶり家ぶんぞう
京都市東山区 飲食業 ウィンドミル
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京都市東山区 飲食業 牛串ぶんぞう先斗町
京都市東山区 飲食業 祇園みずおか
京都市東山区 飲食業 グレー
京都市東山区 飲食業 ジャズ　ハナヤ
京都市東山区 飲食業 千花
京都市東山区 飲食業 ニュービジョングレース
京都市東山区 飲食業 八楽
京都市東山区 飲食業 フィリピンクラブ エンジェルロード
京都市東山区 飲食業 株式会社　京家
京都市東山区 飲食業 株式会社権兵衛
京都市東山区 飲食業 祇園245
京都市東山区 飲食業 おばんざい処　まえ田
京都市東山区 飲食業 小鍋屋　いさきち
京都市東山区 飲食業 七姫
京都市東山区 飲食業 スナック　はくてん
京都市東山区 飲食業 スナック「アンカー」
京都市東山区 飲食業 ちよこ＆らん
京都市東山区 飲食業 プランチャー健
京都市東山区 飲食業 ほっこり家
京都市東山区 飲食業 CLUB　kei
京都市東山区 飲食業 coco　如月
京都市東山区 飲食業 Roman
京都市東山区 飲食業 ZEFF
京都市東山区 飲食業 かめりあ
京都市東山区 飲食業 祇園　上茶谷
京都市東山区 飲食業 木嶋
京都市東山区 飲食業 柴子
京都市東山区 飲食業 瀬戸内料理　洋
京都市東山区 飲食業 続オギノ家
京都市東山区 飲食業 大黒ラーメン東福寺店
京都市東山区 飲食業 ピアノ＆スペースシャングリラ
京都市東山区 飲食業 祇園　彦八
京都市東山区 飲食業 繪真
京都市東山区 飲食業 IL ZaccaYa
京都市東山区 飲食業 MEMBERS Aimer
京都市東山区 飲食業 You凪
京都市東山区 飲食業 倶楽部 Imperial
京都市東山区 飲食業 ふじの
京都市東山区 飲食業 まこちゃん
京都市東山区 飲食業 まんざら祇園
京都市東山区 飲食業 萍萍 
京都市東山区 飲食業 Amusement Bar GROW
京都市東山区 飲食業 祇園やよい
京都市東山区 飲食業 京のうまいもの屋　櫻 
京都市東山区 飲食業 ごはんや 蜃氣楼
京都市東山区 飲食業 メンバーズ　epi
京都市東山区 飲食業 やまびこ
京都市東山区 飲食業 和　藤たて
京都市東山区 飲食業 ㈱shioriya
京都市東山区 飲食業 有限会社　吉田清栄堂
京都市東山区 飲食業 Bar Sayaka
京都市東山区 飲食業 WHAT’S BEEF
京都市東山区 飲食業 京つけもの西利　祇園味わい処
京都市東山区 飲食業 白碗竹快楼 祇園
京都市東山区 飲食業 花こま
京都市東山区 飲食業 20ラウンジ祇園
京都市東山区 飲食業 うどん　えんどうの
京都市東山区 飲食業 割烹　藤村
京都市東山区 飲食業 祇園やまぐち
京都市東山区 飲食業 ぎおん桃庭
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京都市東山区 飲食業 祇をん　美都
京都市東山区 飲食業 ぎをんOJO
京都市東山区 飲食業 サンセットラウンジェット祇園
京都市東山区 飲食業 祇をん　華
京都市東山区 飲食業 ビゼ祇園
京都市東山区 飲食業 ミュゼルヴァ祇園
京都市東山区 飲食業 メンバーズスナック　ふじた
京都市東山区 飲食業 悠々庵　あさこ
京都市東山区 飲食業 ゆめうつつ
京都市東山区 飲食業 割烹　京味
京都市東山区 飲食業 天下一品知恩院前店
京都市東山区 飲食業 美人茶屋祇園
京都市東山区 飲食業 和牛会席　ぎをんだいきち
京都市東山区 飲食業 錵乃音祇園
京都市東山区 飲食業 Bar　Le　Peu
京都市東山区 飲食業 GION  SEKIYA 
京都市東山区 飲食業 keystone
京都市東山区 飲食業 SEVEN　THREE
京都市東山区 飲食業 鴨川製麺所
京都市東山区 飲食業 祇園　葵
京都市東山区 飲食業 離　SALON　Le　Peu
京都市東山区 飲食業 モーニングファーム
京都市東山区 飲食業 ラーメン藤　五条店
京都市東山区 飲食業 喜楽庵岡本　五条坂店
京都市東山区 飲食業 喜楽庵岡本　産寧坂店
京都市東山区 飲食業 喜楽庵岡本　清水店
京都市東山区 飲食業 喜楽庵岡本　茶碗坂店
京都市東山区 飲食業 十三夜
京都市東山区 飲食業 螢
京都市東山区 飲食業 4THAVENUE
京都市東山区 飲食業 CMB NEXT DOOR
京都市東山区 飲食業 CMB PLUS
京都市東山区 飲食業 おやじ野
京都市東山区 飲食業 祇園　喫茶　Rinken
京都市東山区 飲食業 祇園つきよみ
京都市東山区 飲食業 ゆうmembers
京都市東山区 飲食業 祇をん　辰巳の間
京都市東山区 飲食業 祇園　かわもと
京都市東山区 飲食業 京星
京都市東山区 飲食業 京都拉麺　信長　祇園店
京都市東山区 飲食業 cafe nido
京都市東山区 飲食業 志ばた
京都市東山区 飲食業 ここ家
京都市東山区 飲食業 ろじうさぎ
京都市東山区 飲食業 花見富永
京都市東山区 飲食業 祇園　にしかわ
京都市東山区 飲食業 青山勝ミュージックサロン
京都市東山区 飲食業 倫敦亭
京都市東山区 飲食業 Kakyo
京都市東山区 飲食業 うどん　えんどう
京都市東山区 飲食業 祇をん　京椿
京都市東山区 飲食業 檸檬心
京都市東山区 飲食業 祇園Ciel
京都市東山区 飲食業 日東堂
京都市東山区 飲食業 由来
京都市東山区 飲食業 にしか
京都市東山区 飲食業 京の味処 うえ村
京都市東山区 飲食業 屋島うどん店
京都市東山区 飲食業 AQU　BLUE
京都市東山区 飲食業 chinesebar taritari
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京都市東山区 飲食業 祇をん　知子
京都市東山区 飲食業 ボウ・ソレイユ
京都市東山区 飲食業 Bar Finesse
京都市東山区 飲食業 Club Rin
京都市東山区 飲食業 梅津株式会社　祇園梅津
京都市東山区 飲食業 祇園　いわさ起
京都市東山区 飲食業 ぎをん天婦羅　天宗
京都市東山区 飲食業 恵子
京都市東山区 飲食業 Pub DANKE
京都市東山区 飲食業 Rosa e uva
京都市東山区 飲食業 The BAR Sthaigth
京都市東山区 飲食業 アパホテル〈京都祇園〉EXCELLENT　内　モーニングファーム
京都市東山区 飲食業 きし鮓
京都市東山区 飲食業 きぬ川
京都市東山区 飲食業 しゃぶしゃぶ温野菜　三条鴨川店
京都市東山区 飲食業 日本料理　未在 
京都市東山区 飲食業 ハイアット リージェンシー 京都　アイスクリームルーム
京都市東山区 飲食業 ハイアット リージェンシー 京都　コミサリーキッチン
京都市東山区 飲食業 ハイアット リージェンシー 京都　ザ・グリル（オープンキッチン）
京都市東山区 飲食業 ハイアット リージェンシー 京都　ザ・グリル（クローズドキッチン）
京都市東山区 飲食業 ハイアット リージェンシー 京都　ザ・グリル（バー）
京都市東山区 飲食業 ハイアット リージェンシー 京都　トラットリア （セッテ）
京都市東山区 飲食業 ハイアット リージェンシー 京都　トラットリア セッテ（ドリンク）
京都市東山区 飲食業 ハイアット リージェンシー 京都　トラットリア セッテ（ホット）
京都市東山区 飲食業 ハイアット リージェンシー 京都　バンケットキッチン（コールド）
京都市東山区 飲食業 ハイアット リージェンシー 京都　バンケットキッチン（ホット）
京都市東山区 飲食業 ハイアット リージェンシー 京都　ベーカリー&ペストリールーム
京都市東山区 飲食業 ハイアット リージェンシー 京都　ルームサービス厨房
京都市東山区 飲食業 ハイアット リージェンシー 京都　東山（SAKE）
京都市東山区 飲食業 ハイアット リージェンシー 京都　東山（SUSHI）
京都市東山区 飲食業 ハイアット リージェンシー 京都　東山（そうざい厨房）
京都市東山区 飲食業 ハイアット リージェンシー 京都　東山（本厨房）
京都市東山区 飲食業 豚
京都市東山区 飲食業 ラーメン　ポパイ
京都市東山区 飲食業 祇園　次元
京都市東山区 飲食業 石塀小路しぇりークラブ
京都市東山区 飲食業 前田珈琲　高台寺店
京都市東山区 飲食業 鉄板ビストロ　ラフ
京都市東山区 飲食業 桃尻
京都市東山区 飲食業 有限会社　沖よし
京都市東山区 飲食業 美竹
京都市東山区 飲食業 IL PAPPALARDO
京都市東山区 飲食業 NEST
京都市東山区 飲食業 THE SODOH HIGASHIYAMA KYOTO
京都市東山区 飲食業 カシス
京都市東山区 飲食業 祇園　呂色
京都市東山区 飲食業 バンス洋菓子店
京都市東山区 飲食業 リンちゃん
京都市東山区 飲食業 祇園　おばんざい　おりべ
京都市東山区 飲食業 美’s
京都市東山区 飲食業 as　Bar
京都市東山区 飲食業 天（てん）
京都市東山区 飲食業 かわら林
京都市東山区 飲食業 クラブ　凜
京都市東山区 飲食業 ステーキハウス　KIMURA
京都市東山区 飲食業 藤佳
京都市東山区 飲食業 メンバーズ　眞
京都市東山区 飲食業 祇おん江口
京都市東山区 飲食業 祇園　京くらら
京都市東山区 飲食業 宮川町　水簾
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京都市東山区 飲食業 簾
京都市東山区 飲食業 Moonlight Emi
京都市東山区 飲食業 ジェシーズバー
京都市東山区 飲食業 しゃぶ禅京都祇園店
京都市東山区 飲食業 釜座有限会社
京都市東山区 飲食業 京菜味のむら 烏丸本店
京都市東山区 飲食業 金の百合亭
京都市東山区 飲食業 日本通信機器株式会社
京都市東山区 飲食業 きさんじな
京都市東山区 飲食業 レザン
京都市東山区 飲食業 祇園　松むろ
京都市東山区 飲食業 京都清水寺門前普門庵　普門庵カフェ
京都市東山区 飲食業 二軒茶屋　中村楼
京都市東山区 飲食業 1864
京都市東山区 飲食業 54th　Station　Grill
京都市東山区 飲食業 縁　ENISHI
京都市東山区 飲食業 音羽茶寮 
京都市東山区 飲食業 鴨脚
京都市東山区 飲食業 祇園　かげ山
京都市東山区 飲食業 ぎをん　為治郎　清水坂店
京都市東山区 飲食業 茶寮 器楽
京都市東山区 飲食業 十二段家
京都市東山区 飲食業 ステーキ割烹すえよし
京都市東山区 飲食業 紬
京都市東山区 飲食業 ラウンジ　トト
京都市東山区 飲食業 祇をん豆寅
京都市東山区 飲食業 喫茶キャニオン
京都市東山区 飲食業 祗をん　三上
京都市東山区 飲食業 居酒屋 金太郎
京都市東山区 飲食業 おおきにようきに
京都市東山区 飲食業 ぎをん　為次郎　祇園店
京都市東山区 飲食業 ぎをん　為次郎　産寧坂店
京都市東山区 飲食業 とりいち京都一号店
京都市東山区 飲食業 メンバーズ　叶
京都市東山区 飲食業 株式会社　新古美術わたなべ
京都市東山区 飲食業 千登利亭
京都市東山区 飲食業 呑み処 食べ処 音
京都市東山区 飲食業 法住寺
京都市東山区 飲食業 繩手 とり安
京都市東山区 飲食業 祇園　おお田
京都市東山区 飲食業 キッチンかな山
京都市東山区 飲食業 京八坂
京都市東山区 飲食業 ぎをん蘆田
京都市東山区 飲食業 初音鮨
京都市東山区 飲食業 やぐ羅　本店
京都市東山区 飲食業 光琳
京都市東山区 飲食業 桝富
京都市東山区 飲食業 味ごころ 祇園 やじま
京都市東山区 飲食業 鮨処音羽 京都祇園店
京都市東山区 飲食業 カフェ&シャンパーニュ祇園ちから
京都市東山区 飲食業 祇園　うを多
京都市東山区 飲食業 新橋　辰之助
京都市東山区 飲食業 すし・あぶり　わさび
京都市東山区 飲食業 一鱗（いちりん）
京都市東山区 飲食業 祇園　牛禅
京都市東山区 飲食業 源久秀久世商店
京都市東山区 飲食業 六波羅蜜寺
京都市東山区 飲食業 閼伽井
京都市東山区 飲食業 大谷本廟　菜の花
京都市東山区 飲食業 Abbesses



ステッカー交付一覧（2021/02/19）
所在地（市区町村） 業種区分 店舗・事業所名

京都市東山区 飲食業 あらちゃん
京都市東山区 飲食業 もみじ
京都市東山区 飲食業 且坐喫茶
京都市東山区 飲食業 株式会社　いづう
京都市東山区 飲食業 株式会社はり清
京都市東山区 飲食業 神宮道波多野
京都市東山区 飲食業 祇園　大季
京都市東山区 飲食業 祇園晩餐京色
京都市東山区 飲食業 こんちきちん
京都市東山区 飲食業 祇園　千
京都市東山区 飲食業 喫茶　ハーモニー
京都市東山区 飲食業 京都勝牛
京都市東山区 飲食業 権兵衛（ごんべえ）
京都市東山区 飲食業 Bar COM 祇園店
京都市東山区 飲食業 祇園　ビストロ丸橋
京都市東山区 飲食業 祇園　たに本
京都市東山区 飲食業 祇園京都ラーメン
京都市東山区 飲食業 祇園肉亭　新
京都市東山区 飲食業 BabyDack
京都市東山区 飲食業 あそびバーPanic NOW
京都市東山区 飲食業 イルチプレッソ
京都市東山区 飲食業 京都勝牛　祇園八坂店
京都市東山区 飲食業 京都勝牛　清水五条店
京都市東山区 飲食業 洋食　祇園　ミクニ
京都市東山区 飲食業 私の部屋
京都市東山区 飲食業 花咲　萬冶郎
京都市東山区 飲食業 祇園京料理花咲　祇園店
京都市東山区 飲食業 鷲尾町ほたる
京都市東山区 飲食業 Bistro KAWANO
京都市東山区 飲食業 ちょいBar M's
京都市東山区 飲食業 プレミアム焼肉　听　祇園店
京都市東山区 飲食業 プレミアム听　祇園店
京都市東山区 飲食業 祇園　たけうち
京都市東山区 飲食業 祇園　なん波
京都市東山区 飲食業 祇園寿司六
京都市東山区 飲食業 祇園新橋川勝
京都市東山区 飲食業 手打ちうどん麺喰金家
京都市東山区 飲食業 十二段家　花見小路店
京都市東山区 飲食業 清水京あみ
京都市東山区 飲食業 ＴＡＩＴＯ
京都市東山区 飲食業 いち川
京都市東山区 飲食業 お茶と酒たすき　京都祇園店
京都市東山区 飲食業 京料理　祇園　花郷
京都市東山区 飲食業 元祖いもぼう平野家本店
京都市東山区 飲食業 十六代権太夫
京都市東山区 飲食業 おが和
京都市東山区 飲食業 はるみ屋
京都市東山区 飲食業 からく 
京都市東山区 飲食業 ドトールコーヒーショップ　京阪三条店
京都市東山区 飲食業 甘味処月ヶ瀬　祇園店
京都市東山区 飲食業 美祥
京都市東山区 飲食業 珉珉　祇園店
京都市東山区 飲食業 Gion mousse
京都市東山区 飲食業 RIGOLETTO SMOKE GRILL & BAR
京都市東山区 飲食業 wine bar Mont rose
京都市東山区 飲食業 イタリア料理　マメトラ
京都市東山区 飲食業 スコルピオーネ　祗園
京都市東山区 飲食業 まとの
京都市東山区 飲食業 や台ずし祇園花見小路町
京都市東山区 飲食業 gion K



ステッカー交付一覧（2021/02/19）
所在地（市区町村） 業種区分 店舗・事業所名

京都市東山区 飲食業 smileburger
京都市東山区 飲食業 かじ正
京都市東山区 飲食業 カレーハウスCoCo壱番屋京阪七条店
京都市東山区 飲食業 ダイニング まーさん堂
京都市東山区 飲食業 やきとり家すみれ　京都三条鴨川店
京都市東山区 飲食業 ル・ピックアシエット
京都市東山区 飲食業 花れ家
京都市東山区 飲食業 祇をん　段ばた
京都市東山区 飲食業 祇園　ことぶきや
京都市東山区 飲食業 祇園　ゆたか
京都市東山区 飲食業 七味家本舗
京都市東山区 飲食業 お好み焼  きらく
京都市東山区 飲食業 甘味処　紅葉庵
京都市東山区 飲食業 京料理修伯
京都市東山区 飲食業 茶寮 和香菜
京都市東山区 飲食業 ZEN　CAFE
京都市東山区 飲食業 祇園石段下いづ重
京都市東山区 飲食業 京居酒屋Sherry
京都市東山区 飲食業 鍵善良房　高台寺店
京都市東山区 飲食業 割烹　舞府
京都市東山区 飲食業 祇園　椿
京都市東山区 飲食業 祇園食堂　Me
京都市東山区 飲食業 智恵
京都市東山区 飲食業 へん古
京都市東山区 飲食業 株式会社　松韻堂
京都市東山区 飲食業 京菓工房
京都市東山区 飲食業 青冥祇園店
京都市東山区 飲食業 梨吉
京都市東山区 飲食業 萬屋
京都市東山区 飲食業 BAR Reserve
京都市東山区 飲食業 girasole
京都市東山区 飲食業 HiMaWaRi
京都市東山区 飲食業 NOMIYA REVEＮGE
京都市東山区 飲食業 京のカレーうどん　味味香
京都市東山区 飲食業 ぎをん　喜春
京都市東山区 飲食業 ぎをん　門楼
京都市東山区 飲食業 祗おん　江口
京都市東山区 飲食業 はるちん
京都市東山区 飲食業 ビストロアトゥー
京都市東山区 飲食業 割烹八寸
京都市東山区 飲食業 京野菜フレンチ懐石 祇園 重なが
京都市東山区 飲食業 三味洪庵
京都市東山区 飲食業 東山清水 友庵
京都市東山区 飲食業 祗園重なが
京都市東山区 飲食業 BAR わかばやし
京都市東山区 飲食業 dining HARIMAYA
京都市東山区 飲食業 お好み焼　きらく　清水五条坂店
京都市東山区 飲食業 お食事処さくら
京都市東山区 飲食業 祇園 ゆやま
京都市東山区 飲食業 京料理　日月庵
京都市東山区 飲食業 ビストログレロ
京都市東山区 飲食業 やきとり一番東福寺駅前店
京都市東山区 飲食業 割烹千ひろ
京都市東山区 飲食業 京料理京屋
京都市東山区 飲食業 串揚げバル　スキロ
京都市東山区 飲食業 日月房　旦
京都市東山区 飲食業 かぼちゃのたね
京都市東山区 飲食業 祇園重なが
京都市東山区 飲食業 グリル大仲
京都市東山区 飲食業 のぐち 継



ステッカー交付一覧（2021/02/19）
所在地（市区町村） 業種区分 店舗・事業所名

京都市東山区 飲食業 祇園新橋　味匠寺岡
京都市東山区 飲食業 祗をん たかはし
京都市東山区 飲食業 bar Gion Bremen
京都市東山区 飲食業 Gastromeson CHULETA
京都市東山区 飲食業 OLAii wine&meal 甲斐
京都市東山区 飲食業 割烹いいもり
京都市東山区 飲食業 泉門天　京都祇園本店
京都市東山区 飲食業 ヴィーヴォン
京都市東山区 飲食業 お食事処　新
京都市東山区 飲食業 ぎおん夏子
京都市東山区 飲食業 二年坂なかむら
京都市東山区 飲食業 Bar  山水
京都市東山区 飲食業 キーズカフェ 京都八坂の塔店
京都市東山区 飲食業 祇園下河原 page one
京都市東山区 飲食業 焼肉弥栄
京都市東山区 飲食業 茶匠清水一芳園 京都本店
京都市東山区 飲食業 天周
京都市東山区 飲食業 ラーメン伸
京都市東山区 飲食業 i do
京都市東山区 飲食業 Ohana8
京都市東山区 飲食業 SLOW JET COFFEE 高台寺
京都市東山区 飲食業 ぎをん津﨑
京都市東山区 飲食業 こころ
京都市東山区 飲食業 ティーラウンジTOTO
京都市東山区 飲食業 芝蘭
京都市東山区 飲食業 竹花
京都市東山区 飲食業 白川 たむら
京都市東山区 飲食業 フィゲラス
京都市東山区 飲食業 よし川
京都市東山区 飲食業 湖月茶屋
京都市東山区 飲食業 如月 たかし
京都市東山区 飲食業 ステーキハウスよしだ
京都市東山区 飲食業 韓国料理美琳
京都市東山区 飲食業 祇園　北川半兵衛
京都市東山区 飲食業 真ん中つるる
京都市東山区 飲食業 扇や　半げしょう
京都市東山区 飲食業 鈴らん
京都市東山区 飲食業 時遊家BUDDY
京都市東山区 飲食業 滝の家
京都市東山区 飲食業 鉄板食堂　ことら
京都市東山区 飲食業 バー鞍馬
京都市東山区 飲食業 ラウンジ貴子
京都市東山区 飲食業 高台寺和久傳
京都市東山区 飲食業 勝彦
京都市東山区 飲食業 丹
京都市東山区 飲食業 白
京都市東山区 飲食業 焼肉　夕苑
京都市東山区 飲食業 バー　アンドレイ
京都市東山区 飲食業 やきとり 大吉 三条店
京都市東山区 飲食業 橘
京都市東山区 飲食業 つぶら乃京都本店
京都市東山区 飲食業 バール　アルバーチョ祇園
京都市東山区 飲食業 喫茶けんろく
京都市東山区 飲食業 つるき餅本舗七条店
京都市東山区 飲食業 甘味処すみっこ
京都市東山区 飲食業 東すし
京都市東山区 飲食業 梅香堂
京都市東山区 飲食業 あだち家
京都市東山区 飲食業 めん蔵人　清水店
京都市東山区 飲食業 花の



ステッカー交付一覧（2021/02/19）
所在地（市区町村） 業種区分 店舗・事業所名

京都市東山区 飲食業 紗おり
京都市東山区 飲食業 際コーポレーション株式会社
京都市東山区 飲食業 大谷園茶舗
京都市東山区 飲食業 株式会社ナカイチ
京都市東山区 飲食業 タリーズコーヒー祇園花見小路店
京都市東山区 飲食業 株式会社　ＯＫＵ
京都市東山区 飲食業 旬味花りん
京都市東山区 飲食業 たこ焼きBAR たこ朗
京都市東山区 飲食業 吉左ェ門、
京都市東山区 飲食業 鉄板焼・お好み焼　悠
京都市東山区 飲食業 Gion HIPS
京都市東山区 飲食業 Stylish BAR SEMPRE
京都市東山区 飲食業 Gion_S
京都市東山区 飲食業 ITO　DINING　KYUUTO
京都市東山区 飲食業 祇園　割烹　匠庵
京都市東山区 飲食業 割烹まつおか
京都市東山区 飲食業 京おばんざい串揚げ彩り
京都市東山区 飲食業 秀蛸
京都市東山区 飲食業 MAULOA
京都市東山区 飲食業 Pizzeria da Naghino
京都市東山区 飲食業 Power stone BAR Padparadscha
京都市東山区 飲食業 釈尊
京都市東山区 飲食業 祇園シエル
京都市東山区 飲食業 とらふぐ茶屋　山福
京都市東山区 飲食業 松いち
京都市東山区 飲食業 富士太鼓
京都市東山区 飲食業 マッチャハウス京都産寧坂
京都市東山区 飲食業 リアン
京都市東山区 飲食業 京ラーメン　さだかず
京都市東山区 飲食業 鉄板ダイニング翔
京都市東山区 飲食業 洋食かるみあ
京都市東山区 飲食業 京のごはん処　侍
京都市東山区 飲食業 納豆創作料理　夏豆
京都市東山区 飲食業 ビルボード
京都市東山区 飲食業 カトマンドゥダイニングアンドバー 東福寺店 
京都市東山区 飲食業 京都・東山茶寮
京都市東山区 飲食業 山桜桃
京都市東山区 飲食業 いづ松
京都市東山区 飲食業 ぎをん 森幸
京都市東山区 飲食業 ラウンジ　アンジェ
京都市東山区 飲食業 るんば　るんば
京都市東山区 飲食業 京阪興業株式会社（京料理いそべ）
京都市東山区 飲食業 うお市
京都市東山区 飲食業 ことあっぷ
京都市東山区 飲食業 祇園カーフ
京都市東山区 飲食業 祇園　福山
京都市東山区 飲食業 京鴨出汁海鮮　祇園肴　SAKANA
京都市東山区 飲食業 VOGUE　　 (ヴォーグ）
京都市東山区 飲食業 music bar 7notes
京都市東山区 飲食業 Zenith BAR
京都市東山区 飲食業 和洋割烹　竹泉
京都市東山区 飲食業 M
京都市東山区 飲食業 京料理ぎをん　西坂
京都市東山区 飲食業 リーシャール
京都市東山区 飲食業 KAGURA
京都市東山区 飲食業 BAR GRATO
京都市東山区 飲食業 CLUB VIRGO
京都市東山区 飲食業 クラブ　ラッキー・フェイセス
京都市東山区 飲食業 アジア料理　Asiatica（アジアティカ）
京都市東山区 飲食業 Island
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京都市東山区 飲食業 ぎおん　櫻
京都市東山区 飲食業 club Asumi
京都市東山区 飲食業 メンバーズ　凛々
京都市東山区 飲食業 橋詰
京都市東山区 飲食業 ラデュレ京都祇園店
京都市東山区 飲食業 藤産業有限会社　京料理直心房さいき
京都市東山区 飲食業 祇園ループサロン
京都市東山区 飲食業 美月
京都市東山区 飲食業 MO～
京都市東山区 飲食業 一二三ビル
京都市東山区 飲食業 Hawaii Boss Radio Cafe
京都市東山区 飲食業 中華Bar ひゃくらく
京都市東山区 飲食業 古川町　万両
京都市東山区 飲食業 ラウンジメモリー
京都市東山区 飲食業 株式会社なだ万　なだ万茶寮　京都四條南座店
京都市東山区 飲食業 中華Ｂａｒ ひゃくらく
京都市東山区 飲食業 肉割烹ふたごTHE JUNEI HOTEL KYOTO
京都市東山区 飲食業 たべくま
京都市東山区 飲食業 CHIYO
京都市東山区 飲食業 隠(かくれ）
京都市東山区 飲食業 ぎをん　志津
京都市東山区 飲食業 しん華
京都市東山区 飲食業 石塀小路かみくら
京都市東山区 飲食業 祇園新橋中谷
京都市東山区 飲食業 East Avenue 323
京都市東山区 飲食業 香蘭
京都市東山区 飲食業 夢
京都市東山区 飲食業 ＪＵＮＡ
京都市東山区 飲食業 祇園　妙
京都市東山区 飲食業 茶匠　清水一芳園
京都市東山区 飲食業 ワインとワショク　ツネオ
京都市東山区 飲食業 RK倶楽部
京都市東山区 飲食業 じゃまん　縁
京都市東山区 飲食業 ボールアンドチェイン祇園店
京都市東山区 飲食業 ついんくる
京都市東山区 飲食業 すなっく真理子
京都市東山区 飲食業 まつり花
京都市東山区 飲食業 BREAKFAST & CAFE 　ブリッジステイ合同会社
京都市東山区 飲食業 Bar TRUNK
京都市東山区 飲食業 GION  BAR  Rigel
京都市東山区 飲食業 中華茉莉花
京都市東山区 飲食業 Bar 鳴子
京都市東山区 飲食業 miu
京都市東山区 飲食業 grandir
京都市東山区 飲食業 同上
京都市東山区 飲食業 修
京都市東山区 飲食業 KU-KAI
京都市東山区 飲食業 祇園　EPYON
京都市東山区 飲食業 祇園　Real
京都市東山区 飲食業 FISHBOWL
京都市東山区 飲食業 TAKASEGAWA
京都市東山区 飲食業 酒庵升升
京都市東山区 飲食業 京宿 いま屋
京都市東山区 飲食業 焼肉　栄大
京都市東山区 飲食業 BeerBar MIYAMA162
京都市東山区 飲食業 ピィウ
京都市東山区 飲食業 雪花菜
京都市東山区 飲食業 祇をん　福寿
京都市東山区 飲食業 BAR DAM
京都市東山区 飲食業 立ち飲み居酒屋BOND
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京都市東山区 飲食業 あさひ
京都市東山区 飲食業 猫カフェタンゴ
京都市東山区 飲食業 カムナカフェ
京都市東山区 飲食業 ホルモン酒場あかやしろ
京都市東山区 飲食業 ホルモン酒場あかやしろ焔
京都市東山区 飲食業 ホルモン酒場あかやしろ榮
京都市東山区 飲食業 株式会社　承
京都市東山区 飲食業 フロントポーチ
京都市東山区 飲食業 おとんぼ
京都市東山区 飲食業 カヴァレッタ
京都市東山区 飲食業 暁‐Akatsuki‐
京都市東山区 飲食業 晩餐のあと
京都市東山区 飲食業 万華
京都市東山区 飲食業 酣
京都市東山区 飲食業 ＣＲＡＦＴ倶楽部京都
京都市東山区 飲食業 亜る源
京都市東山区 飲食業 旬菜　よし田
京都市東山区 飲食業 Bun Bun House
京都市東山区 飲食業 LIQUOR&CURRY　将①
京都市東山区 飲食業 ぎおん　あじ処　風小僧
京都市東山区 飲食業 Girl's Bar PANDORA
京都市東山区 飲食業 かおる
京都市東山区 飲食業 ひまわり
京都市東山区 飲食業 コーヒー＆らうんじ紅ゆき
京都市東山区 飲食業 Sushi and Bar SPOT
京都市東山区 飲食業 むうじゅ
京都市東山区 飲食業 BAR
京都市東山区 飲食業 ぎおん　佐藤
京都市東山区 飲食業 Bar R M
京都市東山区 飲食業 丸鍋と一品　なんやかん屋
京都市東山区 飲食業 祇園　杏樹
京都市東山区 飲食業 スナック　Ｓoeur
京都市東山区 飲食業 Romeo
京都市東山区 飲食業 フルハウス祇園
京都市東山区 飲食業 ハナミネ
京都市東山区 飲食業 葉月
京都市東山区 飲食業 但馬
京都市東山区 飲食業 メンバーズルーム狸
京都市東山区 飲食業 祇をん　飛鳥
京都市東山区 飲食業 Ｙ　ｇｉｏｎ
京都市東山区 飲食業 猪虎亭
京都市東山区 飲食業 cafe LCM
京都市東山区 飲食業 in the Soup.
京都市東山区 飲食業 花ぐも
京都市東山区 飲食業 久露葉亭
京都市東山区 飲食業 ステーキ割烹　こいし
京都市東山区 飲食業 兎屋
京都市東山区 飲食業 いなほ
京都市東山区 飲食業 コノシマビール
京都市東山区 飲食業 七ちゃん
京都市東山区 飲食業 サラダハウス　セラビ
京都市東山区 飲食業 凛打
京都市東山区 飲食業 棗
京都市東山区 飲食業 おとなり29
京都市東山区 飲食業 レストラン 髙須賀
京都市東山区 飲食業 祗園羽場
京都市東山区 飲食業 弓矢町アレッシェ
京都市東山区 飲食業 京都市東山区大和町21番　　太郎吉
京都市東山区 飲食業 イタリアンバルダッテン
京都市東山区 飲食業 Gojo cafe
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京都市東山区 飲食業 鉄板焼き　あぶさん
京都市東山区 飲食業 猫坊
京都市東山区 飲食業 カラオケBAR freator-祇園店‐
京都市東山区 飲食業 slothkyoto
京都市東山区 飲食業 musicspace Yoshy
京都市東山区 飲食業 京都たこ壱　東福寺駅前店
京都市東山区 飲食業 BARびんご
京都市東山区 飲食業 山小屋酒房miyama
京都市東山区 飲食業 厨幾松
京都市東山区 飲食業 チャット
京都市東山区 飲食業 お好み焼ホッシー君
京都市東山区 飲食業 串揚とSAKE ハッピーアワー
京都市東山区 飲食業 カフェインギオン
京都市東山区 飲食業 ごん
京都市東山区 飲食業 一念坂　まさ壱
京都市東山区 飲食業 創作料理 竹田
京都市東山区 飲食業 babele’
京都市東山区 飲食業 石丸商店
京都市東山区 飲食業 ちょこっと
京都市東山区 飲食業 Rough
京都市東山区 飲食業 bochi-bochi亭
京都市東山区 飲食業 Club Ciel
京都市東山区 飲食業 DIVA
京都市東山区 飲食業 GION BAR JANE
京都市東山区 飲食業 L
京都市東山区 飲食業 Ｌｕｉｄａ
京都市東山区 飲食業 mast
京都市東山区 飲食業 THIRD FLOOR
京都市東山区 飲食業 VUBEUR AWAYUKI
京都市東山区 飲食業 うさぎの小部屋
京都市東山区 飲食業 ぎをん　復活
京都市東山区 飲食業 こじま屋
京都市東山区 飲食業 スナック結
京都市東山区 飲食業 めだか
京都市東山区 飲食業 メンバーズ　すみれ
京都市東山区 飲食業 祇をん焼肉　茂
京都市東山区 飲食業 祇園えん
京都市東山区 飲食業 祇園やまおか
京都市東山区 飲食業 京都祇園 川村料理平
京都市東山区 飲食業 紫月
京都市東山区 飲食業 中国厨房　祝
京都市東山区 飲食業 穂
京都市東山区 飲食業 BAR Sherry
京都市東山区 飲食業 棲家三条
京都市東山区 飲食業 ゆき恵
京都市東山区 飲食業 Bar M's
京都市東山区 飲食業 よっちゃん家
京都市東山区 飲食業 CHELSEA
京都市東山区 飲食業 ReBOOT
京都市東山区 飲食業 sagano
京都市東山区 飲食業 Ｓｅｎ
京都市東山区 飲食業 きょうこ
京都市東山区 飲食業 クラシックバーコンチェルティーノ
京都市東山区 飲食業 ともみ
京都市東山区 飲食業 バーインディゴ
京都市東山区 飲食業 りゅう庵
京都市東山区 飲食業 祇園　ふわり
京都市東山区 飲食業 祇園ほそみ
京都市東山区 飲食業 祇園珠
京都市東山区 飲食業 串政
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京都市東山区 飲食業 酒　一品　松うら
京都市東山区 飲食業 Bar Bliss
京都市東山区 飲食業 Bar Kiss 祇園店
京都市東山区 飲食業 Bar SHIJAK
京都市東山区 飲食業 BARBARA
京都市東山区 飲食業 cafe&bar CREAMSODA
京都市東山区 飲食業 Chill
京都市東山区 飲食業 Chillax
京都市東山区 飲食業 ｃｌｕｂ　Ａｓｕｍｉ
京都市東山区 飲食業 吟醸らーめん久保田
京都市東山区 飲食業 肉のあさむら
京都市東山区 飲食業 旬菜　おばんざい　みずき
京都市東山区 飲食業 ミュジックカフェ　ファルーカ
京都市東山区 飲食業 秘密基地植物園とカフェバー
京都市東山区 飲食業 焼肉アンニョン
京都市東山区 飲食業 カフェバーメイプル
京都市東山区 飲食業 友
京都市東山区 飲食業 BarLevo
京都市東山区 飲食業 members eclue
京都市東山区 飲食業 BeerBar MIYAMA38
京都市東山区 飲食業 ねぎぼうず
京都市東山区 飲食業 ぽんちゃん
京都市東山区 飲食業 BAR菫乃
京都市東山区 飲食業 コリアンフーズ　一輪
京都市東山区 飲食業 ＫＡＭＡＴＡＭＩＳＥ　カマタ店
京都市東山区 飲食業 セクションドール
京都市東山区 飲食業 壱恵
京都市東山区 飲食業 山鶏
京都市東山区 飲食業 春巻スタンド　ラップ＆ロール
京都市東山区 飲食業 アッローロミオ
京都市東山区 飲食業 はづき
京都市東山区 飲食業 ミルキーウェイ.com
京都市東山区 飲食業 バッファローズクラブ
京都市東山区 飲食業 菊田食堂
京都市東山区 飲食業 えんじゅ京都リサーチパーク店
京都市東山区 飲食業 油小路おおみ
京都市東山区 飲食業 IL bevitore
京都市東山区 飲食業 京都祇園べんがら
京都市東山区 飲食業 ぎをん梅の井
京都市東山区 飲食業 Siren
京都市東山区 飲食業 ブルージュ
京都市東山区 飲食業 おばんざい　げん
京都市東山区 飲食業 東京
京都市東山区 飲食業 ボビイ
京都市東山区 飲食業 barchaos
京都市東山区 飲食業 立ち呑みあてや
京都市東山区 飲食業 ニシハチ食堂
京都市東山区 飲食業 居酒屋　彦
京都市東山区 飲食業 御料理　一献
京都市東山区 飲食業 祇園　西洋料理家ふじい
京都市東山区 飲食業 カラオケスナック　リオ
京都市東山区 飲食業 なかがわ家
京都市東山区 飲食業 料理　りはく
京都市東山区 飲食業 株式会社鮮魚しらいし
京都市東山区 飲食業 FUZZY
京都市東山区 飲食業 KIKI祇園
京都市東山区 飲食業 Kyanos
京都市東山区 飲食業 LOTUS・MAYA BAR
京都市東山区 飲食業 MA CHERIE
京都市東山区 飲食業 Mon 
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京都市東山区 飲食業 Proud
京都市東山区 飲食業 Quanos
京都市東山区 飲食業 Room
京都市東山区 飲食業 RUTUBO
京都市東山区 飲食業 Spring Gion
京都市東山区 飲食業 The Common One Bar Kyoto
京都市東山区 飲食業 Vin&Fromage supreme
京都市東山区 飲食業 味勝
京都市東山区 飲食業 いち凜
京都市東山区 飲食業 縁
京都市東山区 飲食業 カナデ
京都市東山区 飲食業 花凜
京都市東山区 飲食業 祇園　香
京都市東山区 飲食業 祇園FINLANDIA BAR
京都市東山区 飲食業 薬処　やすかわ
京都市東山区 飲食業 けあげ
京都市東山区 飲食業 酒房ALCHOL CAFÉ ナイン
京都市東山区 飲食業 水曜日の朝
京都市東山区 飲食業 寿司　沼本
京都市東山区 飲食業 節ちゃん
京都市東山区 飲食業 ぢどり亭
京都市東山区 飲食業 ティアラ
京都市東山区 飲食業 ёphёmёre
京都市東山区 飲食業 ヘルメス
京都市東山区 飲食業 スナック　燁Aki
京都市東山区 飲食業 メイドカフェ&バーK+-sora-
京都市東山区 飲食業 メンバーズルーム　つう
京都市東山区 飲食業 よしみ
京都市東山区 飲食業 ラウンジ　ルーチェ
京都市東山区 飲食業 隠座
京都市東山区 飲食業 祇園　河道
京都市東山区 飲食業 祇園すぎもと
京都市東山区 飲食業 新家
京都市東山区 飲食業 蕪屋　はなれ
京都市東山区 飲食業 與市
京都市東山区 飲食業 Bar ・・T2
京都市東山区 飲食業 Ｂａｒ　Ａｑｕｒｉｏｒ
京都市東山区 飲食業 BAR K36
京都市東山区 飲食業 BENOIT Kyoto
京都市東山区 飲食業 CRUNCH
京都市東山区 飲食業 DrugonE
京都市東山区 飲食業 geru geru shigeru
京都市東山区 飲食業 HANGOBAR
京都市東山区 飲食業 JEREMY&JEMIMAH
京都市東山区 飲食業 Ｊun
京都市東山区 飲食業 味豊正(みとまさ)
京都市東山区 飲食業 BarRain・雫
京都市東山区 飲食業 ROOF TOP BAR K36
京都市東山区 飲食業 ｶﾌｪ ﾍﾊﾞﾗｷﾞ
京都市東山区 飲食業 イタリアン割烹心
京都市東山区 飲食業 おばんざい　もとさん家
京都市東山区 飲食業 会員制　芦屋
京都市東山区 飲食業 かのん
京都市東山区 飲食業 祇園　魚亀
京都市東山区 飲食業 ぎをん　華扇
京都市東山区 飲食業 銀平
京都市東山区 飲食業 幸代
京都市東山区 飲食業 スナック　クローバー
京都市東山区 飲食業 バームーン
京都市東山区 飲食業 むすび
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京都市東山区 飲食業 メンバーズ 貴子
京都市東山区 飲食業 drank  space mina
京都市東山区 飲食業 Leaf
京都市東山区 飲食業 居酒屋　いちりん
京都市東山区 飲食業 おばんざい　ひびき
京都市東山区 飲食業 カフェ ヘバラギ
京都市東山区 飲食業 ラウンジ夜来香
京都市東山区 飲食業 鮨　まつもと
京都市東山区 飲食業 登希代
京都市東山区 飲食業 ルシオール
京都市東山区 飲食業 レセプションRoom　Lily and Rose
京都市東山区 飲食業 和○輪
京都市東山区 飲食業 韓国食堂　釜山
京都市東山区 飲食業 祇をん凪
京都市東山区 飲食業 祇園すぎもと　FRUIT SANDWICH
京都市東山区 飲食業 京　さくら
京都市東山区 飲食業 京都のチーズ屋さんプチシャレ
京都市東山区 飲食業 京料理　和山
京都市東山区 飲食業 空き箱　Hanare
京都市東山区 飲食業 清風庭
京都市東山区 飲食業 赤松
京都市東山区 飲食業 町家Bar　遊梨
京都市東山区 飲食業 芳香
京都市東山区 飲食業 門扇
京都市東山区 飲食業 和楽あみもと
京都市東山区 飲食業 霖々
京都市東山区 飲食業 Bar SLOTH
京都市東山区 飲食業 BAR SPACE CREATION
京都市東山区 飲食業 Bar STAY
京都市東山区 飲食業 BASE358
京都市東山区 飲食業 B-STYLE
京都市東山区 飲食業 drunk space mina
京都市東山区 飲食業 ENOTECA Via Salaria
京都市東山区 飲食業 Feel "京" Good (ﾌｨｰﾙ ｷｮｳ ｸﾞｯﾄﾞ)
京都市東山区 飲食業 First Note JoniDoss
京都市東山区 飲食業 La mer
京都市東山区 飲食業 SECRET
京都市東山区 飲食業 ＴＨＡＩ　ｋａ
京都市東山区 飲食業 THAI ka
京都市東山区 飲食業 TIARE
京都市東山区 飲食業 アンプラデリシュー
京都市東山区 飲食業 アンブラデリシュー
京都市東山区 飲食業 おう瀬
京都市東山区 飲食業 カフェルーチェ
京都市東山区 飲食業 クラブ　ユリオン
京都市東山区 飲食業 魚々串　雑鼓や
京都市東山区 飲食業 祇をん　一
京都市東山区 飲食業 とんぼ屋
京都市東山区 飲食業 マチャプチャレ
京都市東山区 飲食業 メンバーズクラブジェイ
京都市東山区 飲食業 レストラン田むら
京都市東山区 飲食業 園田モータース株式会社
京都市東山区 飲食業 割烹さか本
京都市東山区 飲食業 club feel
京都市東山区 飲食業 祇園　ひいき
京都市東山区 飲食業 ねぎ焼　かな
京都市東山区 飲食業 流
京都市東山区 飲食業 居酒屋　季久
京都市東山区 飲食業 麺道楽大
京都市東山区 飲食業 有限会社サガン
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京都市東山区 飲食業 BAR Kokk
京都市東山区 飲食業 Juke joint
京都市東山区 飲食業 Pochtron
京都市東山区 飲食業 R
京都市東山区 飲食業 REGiNA
京都市東山区 飲食業 Shalara Craft Beer
京都市東山区 飲食業 shot bar 星とパンダ
京都市東山区 飲食業 いま井
京都市東山区 飲食業 お食事処　安さん
京都市東山区 飲食業 かぶき
京都市東山区 飲食業 株式会社いちえ
京都市東山区 飲食業 ぎをん竹茂
京都市東山区 飲食業 祇をん　Ajur
京都市東山区 飲食業 ダイニング みしま
京都市東山区 飲食業 たちのみへ
京都市東山区 飲食業 ナイトラウンジ　ジュテーム
京都市東山区 飲食業 ベルベッツ倶楽部CAFÉ
京都市東山区 飲食業 まる藤 まるふじ
京都市東山区 飲食業 萬常
京都市東山区 飲食業 ラウンジ静香
京都市東山区 飲食業 渦
京都市東山区 飲食業 祇をん　夕凪
京都市東山区 飲食業 Ｔ.Ｐ.Ｏ
京都市東山区 飲食業 グリル　富久屋
京都市東山区 飲食業 神宿
京都市東山区 飲食業 中国料理　食楽
京都市東山区 飲食業 鉄板・お好み  crown
京都市東山区 飲食業 有限会社kf1   割烹ふじ原
京都市東山区 飲食業 鈴乃
京都市東山区 飲食業 カフェしゅうどう
京都市東山区 飲食業 BAR ROUND
京都市東山区 飲食業 club Fleur
京都市東山区 飲食業 companion company With
京都市東山区 飲食業 HiDeCafe
京都市東山区 飲食業 member's人
京都市東山区 飲食業 SUBROSA
京都市東山区 飲食業 top secret
京都市東山区 飲食業 WILL
京都市東山区 飲食業 WILL-K
京都市東山区 飲食業 XENO
京都市東山区 飲食業 居酒屋　和
京都市東山区 飲食業 かずみ
京都市東山区 飲食業 祇園 BAR SAZAN
京都市東山区 飲食業 気まぐれ家
京都市東山区 飲食業 串焼きホルモン　梅しん
京都市東山区 飲食業 元禄
京都市東山区 飲食業 はる香
京都市東山区 飲食業 久味
京都市東山区 飲食業 ひとみ
京都市東山区 飲食業 ラウンジ　ぎんの鈴
京都市東山区 飲食業 ルアークラブ
京都市東山区 飲食業 ロビンズ・バー宮川町
京都市東山区 飲食業 或いは、「」
京都市東山区 飲食業 宮川町　鮨さんし
京都市東山区 飲食業 京都府京都市東山区宮川筋4丁目319番地3 おゝいし
京都市東山区 飲食業 江戸京
京都市東山区 飲食業 和洋Dining taccoma
京都市東山区 飲食業 僖ら里
京都市東山区 飲食業 小川
京都市東山区 飲食業 フィリピンパブ　テンダラー
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京都市東山区 飲食業 GION Aladdin
京都市東山区 飲食業 Pomne da'mour
京都市東山区 飲食業 taufe
京都市東山区 飲食業 おばんざいばぁ浮雲
京都市東山区 飲食業 ぎおん　グルーヴ
京都市東山区 飲食業 シャイニーデイズ
京都市東山区 飲食業 立ち呑みエース
京都市東山区 飲食業 trois
京都市東山区 飲食業 お福
京都市東山区 飲食業 巴里
京都市東山区 飲食業 緋紗
京都市東山区 飲食業 ayanishiki
京都市東山区 飲食業 BOSCO
京都市東山区 飲食業 CLUB WHITE NIGHT 
京都市東山区 飲食業 Ｆｅｌｉｚ
京都市東山区 飲食業 menber's C・K
京都市東山区 飲食業 Tonari
京都市東山区 飲食業 ぎおん麻路
京都市東山区 飲食業 京・酒房　来洛座　THE MAIN BAR
京都市東山区 飲食業 クラブ夜上海
京都市東山区 飲食業 旬まつい
京都市東山区 飲食業 祇をん　ひつじ
京都市東山区 飲食業 祇をん　ひつじカフェ
京都市東山区 飲食業 スナック　ヒロ
京都市東山区 飲食業 月あかり
京都市東山区 飲食業 みのる
京都市東山区 飲食業 紫鳳
京都市東山区 飲食業 夏
京都市東山区 飲食業 君子花
京都市東山区 飲食業 食場大野
京都市東山区 飲食業 中野
京都市東山区 飲食業 LENNON・BAR
京都市東山区 飲食業 ぎおん　奈津子
京都市東山区 飲食業 感々
京都市東山区 飲食業 祇をん　KOYUKI
京都市東山区 飲食業 JAZZLIVECANDY
京都市東山区 飲食業 ＢａｒＭａｒｅｅ
京都市東山区 飲食業 P-FUNK
京都市東山区 飲食業 そうたろう
京都市東山区 飲食業 居酒屋  おけい
京都市東山区 飲食業 祇園はりう
京都市東山区 飲食業 無双心祇園店
京都市東山区 飲食業 素人料理　八丈
京都市東山区 飲食業 春富
京都市東山区 飲食業 ラーメンの坊歩
京都市東山区 飲食業 友々ぼん
京都市東山区 飲食業 喫茶noho
京都市東山区 飲食業 祇園びとら、
京都市東山区 飲食業 ステージキャスト
京都市東山区 飲食業 粉もん屋八東山駅前店
京都市東山区 飲食業 BAR44
京都市東山区 飲食業 バー　キリグ
京都市東山区 飲食業 祇をん　三省
京都市東山区 飲食業 ぎをん藤原
京都市東山区 飲食業 Ojas
京都市東山区 飲食業 みきビル
京都市東山区 飲食業 株式会社Fujiya-Chaho
京都市東山区 飲食業 Ｂａｒ　ＣＯＭ　祇園店
京都市東山区 飲食業 木の花
京都市東山区 飲食業 焼肉祇園食道園
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京都市東山区 飲食業 スタンディングBAR Flat
京都市東山区 飲食業 蕎麦流々　千角
京都市東山区 飲食業 永都
京都市東山区 飲食業 カフェ フォー ギブ ミー
京都市東山区 飲食業 水茶屋
京都市東山区 飲食業 㐂さの
京都市東山区 飲食業 ギャルソングループ
京都市東山区 飲食業 出雲そば　八雲
京都市東山区 飲食業 もんちゃん
京都市東山区 飲食業 祇園縁屋
京都市東山区 飲食業 串カツバーあずる
京都市東山区 飲食業 あずーる　うえ
京都市東山区 飲食業 祇をん　あやか
京都市東山区 飲食業 いとう家の小鍋
京都市東山区 飲食業 Shot
京都市東山区 飲食業 おかげ家
京都市東山区 飲食業 祇園ぽぱい
京都市東山区 飲食業 和牛焼肉　徳
京都市東山区 飲食業 祇園小町　しのぶ
京都市東山区 飲食業 Ceili ケーリー
京都市東山区 飲食業 祇をん　きらり
京都市東山区 飲食業 CAFE&BAR SOS 
京都市東山区 飲食業 BAR祇園よしなり
京都市東山区 飲食業 京都　うま吉
京都市東山区 飲食業 ぎおんダーリン
京都市東山区 飲食業 クルザ
京都市東山区 飲食業 楽食酒　我ん家
京都市東山区 飲食業 お酒の美術館　祇園店
京都市東山区 飲食業 B's B
京都市東山区 飲食業 Simple
京都市東山区 飲食業 鉄板焼き萬隆
京都市東山区 飲食業 club BELLAGIO
京都市東山区 飲食業 club  Atlas
京都市東山区 飲食業 bar Rigid
京都市東山区 飲食業 G RＥＥＮ　B O OＫ
京都市東山区 飲食業 amusement girl's cafe&ber LAYERS
京都市東山区 飲食業 桔梗屋
京都市東山区 飲食業 若め
京都市東山区 飲食業 有限会社坂田　　祇園坂田
京都市東山区 飲食業 ドーヴィル
京都市東山区 飲食業 Bar Amour
京都市東山区 飲食業 れん花
京都市東山区 飲食業 おゝいし
京都市東山区 飲食業 NANA
京都市東山区 飲食業 祇園　一平
京都市東山区 飲食業 Ｂａｒ ＳＨＩＪＡＫ
京都市東山区 飲食業 Bar LUV
京都市東山区 飲食業 SEED
京都市東山区 飲食業 祇園　まんま
京都市東山区 飲食業 LITT UP.KYOTO
京都市東山区 飲食業 Stylish Snack Remember
京都市東山区 飲食業 祇をんobei
京都市東山区 飲食業 祇園　松田屋
京都市東山区 飲食業 きしだ
京都市東山区 飲食業 祇園　Ｐｅａｃｅ　Ｌｏｕｎｇｅ　ＺＯＲＯ
京都市東山区 飲食業 くずしよしよし
京都市東山区 飲食業 彩愛　あやめ
京都市東山区 飲食業 西洋料理コリス
京都市東山区 飲食業 BEVY
京都市東山区 飲食業 銭座庵
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京都市東山区 飲食業 有限会社レーヴ　手打ちうどん麺喰金家
京都市東山区 飲食業 京都天狼院
京都市東山区 飲食業 GREEN Book
京都市東山区 飲食業 居酒屋　まいど
京都市東山区 飲食業 スナック　ベル
京都市東山区 飲食業 かれんの部屋
京都市東山区 飲食業 メンバーズ　咲良
京都市東山区 飲食業 祇園貴久政
京都市東山区 飲食業 だるまさん
京都市東山区 飲食業 Ｋ
京都市東山区 飲食業 祇園　ろはん
京都市東山区 飲食業 Silver
京都市東山区 飲食業 安藤
京都市東山区 飲食業 麻紗子
京都市東山区 飲食業 barEGO
京都市東山区 飲食業 シェリー
京都市東山区 飲食業 トレゾア
京都市東山区 飲食業 アミー
京都市東山区 飲食業 クラブ倫
京都市東山区 飲食業 炭火焼鶏おとなり
京都市東山区 飲食業 スナックてる子
京都市東山区 飲食業 スナックトミ
京都市東山区 飲食業 石塀小路　豆ちゃ京都
京都市東山区 飲食業 祇園 巴
京都市東山区 飲食業 SuperG
京都市東山区 飲食業 登喜家
京都市東山区 飲食業 Lux-Ria祇園
京都市東山区 飲食業 Gion Bar Joker
京都市東山区 飲食業 酒房　利光
京都市東山区 飲食業 バーシンピ
京都市東山区 飲食業 The RIVER
京都市東山区 飲食業 SUSUM
京都市東山区 飲食業 しまむら
京都市東山区 飲食業 マジックバー　Ｉ＆Ｉ
京都市東山区 飲食業 矢倉寿司　志満屋
京都市東山区 飲食業 ＣＡＦＥ＆ＢＡＲ　ＳＯＳ
京都市東山区 飲食業 ビストロ「ラ・マンドリン」
京都市東山区 飲食業 喫茶　花見小路
京都市東山区 飲食業 あてもん
京都市東山区 飲食業 Ｄｒｕｍ　Ｂａｒ　Ｄａｉｃｈａｎ
京都市東山区 飲食業 祇園ヴォーグ　ｖｏｇｕＥ
京都市東山区 飲食業 H A R E M
京都市東山区 飲食業 Drum Bar Daichan 
京都市東山区 飲食業 一千花　京都清水産寧坂店
京都市東山区 飲食業 輪
京都市東山区 飲食業 味 らく山
京都市東山区 飲食業 優歌里
京都市東山区 飲食業 割烹中山
京都市東山区 飲食業 着物バー　キリ
京都市東山区 飲食業 ラウンジ KUREA
京都市東山区 飲食業 カフェ＆バー＆Gigi
京都市東山区 飲食業 ゆくは
京都市東山区 飲食業 京ぎをん艶舞
京都市東山区 飲食業 Ｇion FIRST CLUB
京都市東山区 飲食業 へんか
京都市東山区 飲食業 笹舟
京都市東山区 飲食業 今昔西村
京都市東山区 飲食業 有限会社新吾
京都市東山区 飲食業 YOBOO.TEAHOUSE
京都市東山区 飲食業 メンバーズ　ドラム
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京都市東山区 飲食業 Gion HARLEY QUINN
京都市東山区 飲食業 ラウンジ  ルアナ
京都市東山区 飲食業 ケーキとお酒のお店　Sweets 咲
京都市東山区 飲食業 ラウンジ　インフィニティ―
京都市東山区 飲食業 どろや ぎをん店
京都市東山区 飲食業 広東旬菜 一僖
京都市東山区 飲食業 フレッジ　リング
京都市東山区 飲食業 Noir
京都市東山区 飲食業 One Love Bar
京都市東山区 飲食業 有限会社　鳥居本
京都市東山区 飲食業 寿斗　ふかがわ
京都市東山区 飲食業 馳走　木草弥
京都市東山区 飲食業 ぎおん萬
京都市東山区 飲食業 5号室
京都市東山区 飲食業 祇をん　浅田
京都市東山区 飲食業 カラオケBAR freator－祇園店-
京都市東山区 飲食業 アジアの料理　たけふさ
京都市東山区 飲食業 The Unir
京都市東山区 飲食業 祇園リリー
京都市東山区 飲食業 紫洸
京都市東山区 飲食業 彩愛
京都市東山区 飲食業 花の井
京都市東山区 飲食業 すし仙人
京都市東山区 飲食業 香
京都市東山区 飲食業 中の島
京都市東山区 飲食業 うずら屋　京都
京都市東山区 飲食業 松本酒場
京都市東山区 飲食業 月花
京都市東山区 飲食業 １・２の３
京都市東山区 飲食業 魚市
京都市東山区 飲食業 祇園すてい
京都市東山区 飲食業 美
京都市東山区 飲食業 Bar Prost
京都市東山区 飲食業 那津也
京都市東山区 飲食業 DRAGON  BURGER
京都市東山区 飲食業 有限会社 大恒
京都市東山区 飲食業 ぎをん川柳
京都市東山区 飲食業 有限会社　こまつ・ホームバー万里子
京都市東山区 飲食業 食道　あさ
京都市東山区 飲食業 RELAIR
京都市東山区 飲食業 Kappo Bar 土井
京都市東山区 飲食業 ローズィー
京都市東山区 飲食業 広東料理　平安
京都市東山区 飲食業 東 寿し
京都市東山区 飲食業 京都紅茶倶楽部
京都市東山区 飲食業 すし丸　今熊野店
京都市東山区 飲食業 祇園　ばぶばぶ
京都市東山区 飲食業 お好み焼き吉野
京都市東山区 飲食業 遊食邸 祇園店
京都市東山区 飲食業 Gibier MIYAMA
京都市東山区 飲食業 焼肉　ホルモン　てっぽー
京都市東山区 飲食業 呑み処　美与
京都市東山区 飲食業 3POU☆YOSH（祇園店）
京都市東山区 飲食業 祇園　ＶＩＶＩ　３Ｆ
京都市東山区 飲食業 祇園　ＶＩＶＩ　２Ｆ
京都市東山区 飲食業 ばくばくの花路
京都市東山区 飲食業 SWEET
京都市東山区 飲食業 Clair voyance 来駕
京都市東山区 飲食業 祇園　おくおか
京都市東山区 飲食業 ギオン　ナイトストーリー
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京都市東山区 飲食業 アビタラウンジ
京都市東山区 飲食業 錦庵
京都市東山区 飲食業 CULT WINE BAR F
京都市東山区 飲食業 祇園あさくら
京都市東山区 飲食業 Girl's Bar YOU
京都市東山区 飲食業 The Mar Tea
京都市東山区 飲食業 Gion Duck Noodle
京都市東山区 飲食業 祇園みかみ
京都市東山区 飲食業 CAFE DAINING　BLUE DOOR
京都市東山区 飲食業 おさけ家ちゃん
京都市東山区 飲食業 四季宴ぎおん　阪川
京都市東山区 飲食業 秋成
京都市東山区 飲食業 Check !
京都市東山区 飲食業 笑蔵
京都市東山区 飲食業 Paraiso
京都市東山区 飲食業 HANABI
京都市東山区 飲食業 京料理　轟
京都市東山区 飲食業 祇園　VIVI 3F
京都市東山区 飲食業 祇園　VIVI 2F
京都市東山区 飲食業 寿司さ久ら
京都市東山区 飲食業 ポコワポコ
京都市東山区 飲食業 夢月
京都市東山区 飲食業 豆CCO
京都市東山区 飲食業 鮨忠保
京都市東山区 飲食業 スコルピオーネ祇園
京都市東山区 飲食業 Ｎ祇園35°
京都市東山区 飲食業 祇園KAN
京都市東山区 飲食業 pace
京都市東山区 飲食業 セジバー祇園本店
京都市東山区 飲食業 京都市東山区花見小路末吉上ル清本町376ー2
京都市東山区 飲食業 祇園　たんと
京都市東山区 飲食業 志輝
京都市東山区 飲食業 ぎをん　今
京都市東山区 飲食業 cafe attmos
京都市東山区 飲食業 美癒亭酒房　いづみ
京都市東山区 飲食業 いつ島
京都市東山区 飲食業 gion keycase by timeout
京都市東山区 飲食業 ROMEO 5west
京都市東山区 飲食業 花七軒. テッポー
京都市東山区 飲食業 祗をん　雛羽
京都市東山区 飲食業 クラブBELLAGIO
京都市東山区 飲食業 花かすてら
京都市東山区 飲食業 サンチャゴカフェ
京都市東山区 飲食業 葡萄屋
京都市東山区 飲食業 ボヌール
京都市東山区 飲食業 株式会社一友
京都市東山区 飲食業 純喫茶ラテン
京都市東山区 飲食業 El tesoro
京都市東山区 飲食業 El tesoro②
京都市東山区 飲食業 たんしゃぶ　しんじょう
京都市東山区 飲食業 祇園まとゐ鮨
京都市東山区 飲食業 Honey
京都市東山区 飲食業 アーカフェ京都
京都市東山区 飲食業 1year
京都市東山区 飲食業 樹
京都市東山区 飲食業 Bar祇園
京都市東山区 飲食業 焼酎処　こころ
京都市東山区 飲食業 祇をん　雛羽
京都市東山区 飲食業 朋三
京都市東山区 飲食業 Circus
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京都市東山区 飲食業 asumo cafe
京都市東山区 飲食業 喫茶　六花
京都市東山区 飲食業 ぎをん　せくめと
京都市東山区 飲食業 鮨和魂
京都市東山区 飲食業 shaKers
京都市東山区 飲食業 楽庵
京都市東山区 飲食業 ほそわり
京都市東山区 飲食業 祇園又吉
京都市東山区 飲食業 デリス　清水
京都市東山区 飲食業 カラー
京都市東山区 飲食業 Bar Angelini
京都市東山区 飲食業 クラブ　シャチ
京都市東山区 飲食業 ライブハウスLOVE
京都市東山区 飲食業 millet
京都市東山区 飲食業 CLUB VALLETTA
京都市東山区 飲食業 Bar Silva
京都市東山区 飲食業 Jenny's bar Gasenta
京都市東山区 飲食業 美酒乱離宮
京都市東山区 飲食業 Room (ラウンジ)
京都市東山区 飲食業 シャングリラ
京都市東山区 飲食業 No Name
京都市東山区 飲食業 ROPE
京都市東山区 飲食業 喜京
京都市東山区 飲食業 祇園廣見　鮨香
京都市東山区 飲食業 清閑山荘
京都市東山区 サービス業 Member`s Lounge Alice
京都市東山区 サービス業 京都祝言
京都市東山区 サービス業 竹香　はなれ
京都市東山区 サービス業 グリース
京都市東山区 サービス業 チェリオ
京都市東山区 サービス業 OLIOLI
京都市東山区 サービス業 株式会社Camellia
京都市東山区 サービス業 株式会社エ・マーサ
京都市東山区 サービス業 株式会社バサラホールディングス
京都市東山区 サービス業 京あるき　京都祇園店
京都市東山区 サービス業 京進小中部 東山本校
京都市東山区 サービス業 松竹株式会社 南座
京都市東山区 サービス業 ハクジュプラザ東山店
京都市東山区 サービス業 小さな結婚式 京都店
京都市東山区 サービス業 DTEELディティール
京都市東山区 サービス業 Gion  華
京都市東山区 サービス業 秋
京都市東山区 サービス業 インド料理 マハラジャ
京都市東山区 サービス業 花魁体験studio雅　清水高台寺　produced by あら
京都市東山区 サービス業 甲冑体験studioかすみ
京都市東山区 サービス業 （有）社会ネットワーク研究所
京都市東山区 サービス業 株式会社Ｒ’ｓ
京都市東山区 サービス業 喜世
京都市東山区 サービス業 有限会社トラビュー観光
京都市東山区 サービス業 祇をん　一葉
京都市東山区 サービス業 Holistic　Acupundure　Ryu
京都市東山区 サービス業 京町屋体験工房　和楽
京都市東山区 サービス業 (株)希風　サウナルーマプラザ
京都市東山区 サービス業 vivenne hair&make
京都市東山区 サービス業 えびす屋
京都市東山区 サービス業 レンタル着物岡本
京都市東山区 サービス業 有限会社　局屋立春
京都市東山区 サービス業 京都・着物処　べべ屋
京都市東山区 サービス業 ＢＯＯ
京都市東山区 サービス業 ＣＬＵＢユミ
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京都市東山区 サービス業 大ヌイ
京都市東山区 サービス業 豊仙窯
京都市東山区 サービス業 HAIR☆BEAT
京都市東山区 サービス業 檸檬心
京都市東山区 サービス業 TAKUMA DESIGN
京都市東山区 サービス業 アーク美容室
京都市東山区 サービス業 アンティークサロン　ジェイド
京都市東山区 サービス業 KOTOWA京都　中村楼
京都市東山区 サービス業 KOTOWA京都　八坂
京都市東山区 サービス業 ビューティーサロン　ピュア
京都市東山区 サービス業 宮川町お茶屋組合（宮川町歌舞練場）
京都市東山区 サービス業 Lounge&Bar HOME 祇園
京都市東山区 サービス業 京都着物レンタル　極藤之嘉
京都市東山区 サービス業 肉匠益市GION
京都市東山区 サービス業 POSH　FOR　HAIR
京都市東山区 サービス業 株式会社吟舞
京都市東山区 サービス業 Club FORTUNE
京都市東山区 サービス業 きものレンタル夢京都高台寺店
京都市東山区 サービス業 古都のしずく
京都市東山区 サービス業 祇園　you＆you
京都市東山区 サービス業 ＶASARA京都祇園店
京都市東山区 サービス業 都企業組合
京都市東山区 サービス業 陶葊 陶芸教室
京都市東山区 サービス業 はんなり柔整院
京都市東山区 サービス業 京都きものレンタル 麗
京都市東山区 サービス業 舞妓体験・レンタル着物　スタジオ四季
京都市東山区 サービス業 茶道体験　和　二年坂店
京都市東山区 サービス業 京都・祇園セレブリテ
京都市東山区 サービス業 京都三条大橋歯科診療所
京都市東山区 サービス業 ヘアーコレクションズ　キュー
京都市東山区 サービス業 Ｒｅｌａｘ京阪三条北ビル店
京都市東山区 サービス業 八坂神社　常磐御殿
京都市東山区 サービス業 れい
京都市東山区 サービス業 ヘアーサロン　サトウ
京都市東山区 サービス業 本社営業所
京都市東山区 サービス業 京都まほろばツアーズ
京都市東山区 サービス業 ヘアーサロン　かわき
京都市東山区 サービス業 株式会社セットアップウィン
京都市東山区 サービス業 合同会社せいじつ企画　おうち・デイサービス・大枝
京都市東山区 サービス業 祇園　Parca
京都市東山区 サービス業 祇園　アネラ
京都市東山区 サービス業 お茶屋　春田
京都市東山区 サービス業 お茶屋　大玉
京都市東山区 サービス業 ほっこりBAR
京都市東山区 サービス業 京都ロイヤルツーリスト
京都市東山区 サービス業 お茶屋　花ふさ
京都市東山区 サービス業 白紛花
京都市東山区 サービス業 嵯峨野
京都市東山区 サービス業 有限会社　草喰なかひがし
京都市東山区 サービス業 佐々木　純子（祇をん　純子）
京都市東山区 サービス業 うつりぎ食堂
京都市東山区 サービス業 祇おん　恭
京都市東山区 サービス業 ラ・ボエーム
京都市東山区 サービス業 romance  
京都市東山区 サービス業 祇園　花灯
京都市東山区 サービス業 祇園　ペペシャンプル
京都市東山区 サービス業 チャップリン
京都市東山区 サービス業 chot bar nakajima
京都市東山区 サービス業 河なみ
京都市東山区 サービス業 株式会社喜多八
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京都市東山区 サービス業 Nostalgic Bar 絹
京都市東山区 サービス業 ふぁいん
京都市東山区 サービス業 京都着物レンタル京越
京都市東山区 サービス業 無双心祇園店
京都市東山区 サービス業 ぎをん　華恵
京都市東山区 サービス業 CLUBCANDY
京都市東山区 サービス業 CLUBSENSE
京都市東山区 サービス業 Gather out of time standsix
京都市東山区 サービス業 Bar F
京都市東山区 サービス業 Repair Kyoto
京都市東山区 サービス業 SPINNING JAPAN
京都市東山区 サービス業 ＣＬＵＢＳＥＮＳＥ
京都市東山区 サービス業 ＣＬＵＢＣＡＮＤＹ
京都市東山区 サービス業 駒屋
京都市東山区 サービス業 祇園東　お茶屋　富菊
京都市東山区 サービス業 株式会社caren
京都市東山区 サービス業 株式会社京都ダンス村今西恵利子フラメンコスタジオ
京都市東山区 サービス業 アケボノ
京都市東山区 サービス業 ヘアーギャラリーデコ
京都市東山区 サービス業 京都国際療術院
京都市東山区 サービス業 美酒乱
京都市東山区 サービス業 ROOM
京都市東山区 サービス業 京都華かざり　祇園店
京都市東山区 サービス業 ｃｈｏｔ ｂａｒ ｎａｋａｊｉｍａ
京都市東山区 サービス業 レストラングーテ
京都市東山区 娯楽業 よしもと祇園花月
京都市東山区 娯楽業 神奈比
京都市東山区 娯楽業 有限会社 IL CIELO
京都市東山区 娯楽業 神奈比Hanare
京都市東山区 娯楽業 Grue　鶴
京都市東山区 娯楽業 神奈比　VIPルーム
京都市東山区 娯楽業 祇園　あうん
京都市東山区 娯楽業 ラウンジラッキー
京都市東山区 娯楽業 きものレンタル和桜
京都市東山区 娯楽業 カラオケホール　カタビラ
京都市東山区 娯楽業 ティアラ
京都市東山区 娯楽業 Ange
京都市東山区 その他 京都写真美術館 ギャラリー・ジャパネスク
京都市東山区 その他 公益財団法人 日本漢字能力検定協会
京都市東山区 その他 呑おちょぼ
京都市東山区 その他 玉　bead-L
京都市東山区 その他 CoCo cafe&bar
京都市東山区 その他 うめもと接骨院
京都市東山区 その他 花の絵姿
京都市東山区 その他 京都信用金庫　祇園支店
京都市東山区 その他 京都信用金庫　東山支店
京都市東山区 その他 清水チーズ工房
京都市東山区 その他 奥野歯科祇園縄手診療所
京都市東山区 その他 叶　具夫
京都市東山区 その他 即成院
京都市東山区 その他 ラウンジ　葵
京都市東山区 その他 有限会社　川﨑美術
京都市東山区 その他 田島鍼灸院
京都市東山区 その他 今昔西村
京都市東山区 その他 清水三年坂美術館
京都市東山区 その他 蓮華王院　三十三間堂
京都市東山区 その他 公益財団法人並河靖之有線七宝記念財団 並河靖之七宝記念館
京都市東山区 その他 真言宗智山派宗務庁 総本山智積院
京都市東山区 その他 ドレファンⅡ
京都市東山区 その他 つるき餅本舗
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京都市東山区 その他 森陶器館陶芸教室
京都市東山区 その他 宗教法人　即成院
京都市東山区 その他 とく鍼灸整骨院
京都市東山区 その他 嶋田タクシー
京都市東山区 その他 東山小売酒販売組合
京都市東山区 その他 株式会社TAKホスピタリティ
京都市東山区 その他 東山三条よこい眼科クリニック
京都市東山区 その他 有限会社ケアサービス信愛
京都市東山区 その他 ギオンコーナー
京都市東山区 その他 認定特定非営利活動法人J-Blue Organization
京都市東山区 その他 OIL
京都市東山区 その他 カラオケバー　Abusan
京都市東山区 その他 コモドクラブ
京都市東山区 その他 祇園　睦月
京都市東山区 その他 公益社団法人　奈良屋記念杉本家保存会
京都市東山区 その他 京扇子司　くまがい菁々堂　宮川町店
京都市東山区 その他 ygion(4F)
京都市東山区 その他 yroof(6F)
京都市東山区 その他 京都市東山区上池田町540
京都市東山区 その他 ふじおか歯科医院
京都市東山区 その他 繁の家
京都市東山区 その他 祇園 Regina
京都市山科区 建設業 有限会社井半
京都市山科区 建設業 井田測量設計株式会社
京都市山科区 建設業 株式会社　本田設備
京都市山科区 建設業 有限会社　洛東管工
京都市山科区 建設業 株式会社TLC
京都市山科区 建設業 有限会社新成建装　京都営業所
京都市山科区 建設業 やましな工房
京都市山科区 建設業 岸田工業株式会社
京都市山科区 建設業 株式会社　ジオインプレス
京都市山科区 建設業 タクミ建設株式会社
京都市山科区 建設業 浅井建設株式会社
京都市山科区 建設業 株式会社　都テクノス　営業所
京都市山科区 建設業 株式会社京滋リフォーム広
京都市山科区 建設業 株式会社ベストライフ
京都市山科区 建設業 株式会社　舟越工業所
京都市山科区 建設業 （株）日創建設　山科資材置場事務所
京都市山科区 建設業 株式会社 リフォー夢 プラザ
京都市山科区 建設業 イーペック株式会社
京都市山科区 建設業 有限会社アイ・ディー・システム
京都市山科区 建設業 株式会社　スマイリー
京都市山科区 製造業 トクデン株式会社
京都市山科区 製造業 株式会社永楽屋
京都市山科区 製造業 わらびの里株式会社
京都市山科区 製造業 株式会社栄和資材
京都市山科区 製造業 株式会社飯田照明
京都市山科区 製造業 人形の藤原
京都市山科区 製造業 西村陶業株式会社　本社工場
京都市山科区 製造業 株式会社エンブロイド・タナカ
京都市山科区 製造業 バウムクーヘン工房CAZAN
京都市山科区 製造業 トクデン株式会社　本社京都工場
京都市山科区 製造業 株式会社　ビー・エッチ
京都市山科区 製造業 株式会社草川電機製作所
京都市山科区 運輸業 明星観光バス株式会社
京都市山科区 運輸業 株式会社BEA
京都市山科区 運輸業 京都観光土産小売商連盟
京都市山科区 運輸業 比叡タクシー株式会社
京都市山科区 運輸業 miyabi jumbo taxi
京都市山科区 運輸業 川勝タクシー
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京都市山科区 運輸業 藤澤タクシー
京都市山科区 運輸業 兼六観光タクシー
京都市山科区 卸売業 鳥忠
京都市山科区 卸売業 株式会社　井上顔料
京都市山科区 卸売業 株式会社　加島商店
京都市山科区 卸売業 京都　雲楽窯
京都市山科区 卸売業 山本商店
京都市山科区 卸売業 有限会社　山亀
京都市山科区 卸売業 有限会社いぐち人形
京都市山科区 卸売業 株式会社プレーベル
京都市山科区 卸売業 京のはごろも
京都市山科区 卸売業 株式会社　理光商店
京都市山科区 卸売業 株式会社日農
京都市山科区 小売業 マールブランシュ工房直売店
京都市山科区 小売業 ブックパル文苑　山科店
京都市山科区 小売業 ダイソーイオンタウン山科椥辻店
京都市山科区 小売業 ダイソー山科音羽店
京都市山科区 小売業 ジョーシン山科店
京都市山科区 小売業 お箸のおおした
京都市山科区 小売業 株式会社 こづち
京都市山科区 小売業 Aria　Violin work shop
京都市山科区 小売業 アトム電器RAKUTO（洛東）店
京都市山科区 小売業 コープ山科新十条
京都市山科区 小売業 ふたば書房　山科駅前店
京都市山科区 小売業 Kiyo to-bo株式会社
京都市山科区 小売業 ㈱マツヤスーパー　大塚店
京都市山科区 小売業 ㈱マツヤスーパー　ビア店
京都市山科区 小売業 ㈱マツヤスーパー　山科三条店
京都市山科区 小売業 ホームセンターコーナン勧修寺北店
京都市山科区 小売業 河内屋酒店
京都市山科区 小売業 谷口陶房
京都市山科区 小売業 陶花堂
京都市山科区 小売業 ジャパン　山科店
京都市山科区 小売業 スギ薬局　御陵店
京都市山科区 小売業 スギ薬局　山科店
京都市山科区 小売業 スギ薬局　山科椥辻店
京都市山科区 小売業 有限会社　木村製茶　山科店
京都市山科区 小売業 叶　松谷
京都市山科区 小売業 株式会社　和蘭
京都市山科区 小売業 寺池工房
京都市山科区 小売業 陶房みやもと
京都市山科区 小売業 平安玉凰陶苑
京都市山科区 小売業 平安玉凰陶苑　ホテルエミオン京都店
京都市山科区 小売業 O&K 山科店
京都市山科区 小売業 オーアンドケー　山科店
京都市山科区 小売業 株式会社オーアンドケー
京都市山科区 小売業 ゆるる
京都市山科区 小売業 橋本モータース
京都市山科区 小売業 株式会社イモト
京都市山科区 小売業 京都嵐山　中村屋
京都市山科区 小売業 ショック高槻店
京都市山科区 小売業 ショック山科店
京都市山科区 小売業 ショック上新庄店
京都市山科区 小売業 ショック草津店
京都市山科区 小売業 ショック門真店
京都市山科区 小売業 有限会社シーラバス
京都市山科区 小売業 介護用品　しまだ
京都市山科区 小売業 株式会社長谷川米穀店　山科店
京都市山科区 小売業 西友山科店
京都市山科区 小売業 山本写真工芸社
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京都市山科区 小売業 ふかみ結納店
京都市山科区 小売業 無印良品　京都山科
京都市山科区 小売業 かね新
京都市山科区 小売業 京菓子司葵餅
京都市山科区 小売業 京菓子司葵餅 ラクト山科店
京都市山科区 小売業 ちりめん山椒　京小町もり
京都市山科区 小売業 ｼﾞｸﾔ電化　やましな店
京都市山科区 小売業 ｼﾞｸﾔ電化　北花山店
京都市山科区 小売業 ｼﾞｸﾔ電化　御陵店
京都市山科区 小売業 みやこ薬局株式会社
京都市山科区 小売業 タウンタウン山科店
京都市山科区 小売業 リジョイス薬局　山科店
京都市山科区 小売業 トヨペットステーション山科　山科店
京都市山科区 小売業 株式会社トヨペットステーション山科
京都市山科区 小売業 (有)オートハウスサワイ　エグゼブ
京都市山科区 小売業 ㈲オートハウス　サワイ
京都市山科区 小売業 毎日牛乳山進販売所
京都市山科区 小売業 EneJet山科
京都市山科区 小売業 SpiceUp★Groovy
京都市山科区 小売業 インテリア　渡辺
京都市山科区 小売業 総合保険のT・M・A
京都市山科区 小売業 株式会社光陽電化センター
京都市山科区 小売業 居初米穀店
京都市山科区 小売業 丸善パン工場直売店
京都市山科区 小売業 たびびと
京都市山科区 不動産・賃貸業 アムネッツ 株式会社
京都市山科区 不動産・賃貸業 株式会社インサイトハウス
京都市山科区 不動産・賃貸業 株式会社インサイトハウス山科駅前店
京都市山科区 不動産・賃貸業 丸石商事　株式会社
京都市山科区 不動産・賃貸業 株式会社トライアルホーム
京都市山科区 不動産・賃貸業 エグゼブ　
京都市山科区 不動産・賃貸業 平木不動産株式会社
京都市山科区 宿泊業 株式会社池田商事
京都市山科区 宿泊業 有限会社大将
京都市山科区 宿泊業 焼肉　五徳
京都市山科区 飲食業 麺ばる　サンテボーテ
京都市山科区 飲食業 BAR 酩酊 バーメイテイ
京都市山科区 飲食業 株式会社ﾎﾃﾙﾌﾟﾘﾝｾｽ京都日本料理・天ぷら割烹嵯峨野
京都市山科区 飲食業 九良右エ門
京都市山科区 飲食業 くぉくぉ。山科駅前店
京都市山科区 飲食業 春夏飯冬　すえひろ亭
京都市山科区 飲食業 焼鳥　かなざわ
京都市山科区 飲食業 焼鳥　かなざわ　別館
京都市山科区 飲食業 焼鳥　かなざわ　本店
京都市山科区 飲食業 cache
京都市山科区 飲食業 青天家
京都市山科区 飲食業 あずき
京都市山科区 飲食業 ジャンボカラオケ広場　山科駅前店
京都市山科区 飲食業 たかばし　京都東インター店
京都市山科区 飲食業 利一
京都市山科区 飲食業 和食さと　椥辻店
京都市山科区 飲食業 和食さと　山科店
京都市山科区 飲食業 Bass on top
京都市山科区 飲食業 スナックカフェ黒船屋
京都市山科区 飲食業 株式会社トクマルコーポレーション
京都市山科区 飲食業 Ｎ白木屋　山科駅前店（ホルモン）
京都市山科区 飲食業 おべんとう牧場
京都市山科区 飲食業 株式会社　魚善
京都市山科区 飲食業 ちゃんぽん亭総本家 山科西野店
京都市山科区 飲食業 山科ホルモン おいで屋
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京都市山科区 飲食業 餃子の王将 京都東インター店
京都市山科区 飲食業 餃子の王将 山科駅前店
京都市山科区 飲食業 餃子の王将 椥ノ辻店
京都市山科区 飲食業 Lodgepole
京都市山科区 飲食業 ＲＯＢＡＴＡゆたか
京都市山科区 飲食業 お好み焼はここやねん山科店
京都市山科区 飲食業 カラオケBAR 騒げ！やっさん～LYF738～
京都市山科区 飲食業 さか喜
京都市山科区 飲食業 つくし
京都市山科区 飲食業 ドミノ・ピザ　京都薬科大前
京都市山科区 飲食業 ピザ・リトルパーティー山科店
京都市山科区 飲食業 ラウンジ 紀乃
京都市山科区 飲食業 花たぬき山科駅前店
京都市山科区 飲食業 喫茶　のえる
京都市山科区 飲食業 京都山科ホテル山楽
京都市山科区 飲食業 酒場じぇいむす山科駅前店
京都市山科区 飲食業 寿司割烹もず
京都市山科区 飲食業 旬彩　おく村
京都市山科区 飲食業 暖
京都市山科区 飲食業 無添くら寿司　山科店
京都市山科区 飲食業 有限会社哲
京都市山科区 飲食業 オリーブ
京都市山科区 飲食業 錦
京都市山科区 飲食業 ほっこり居酒屋 こうちゃん
京都市山科区 飲食業 みんみん山科店
京都市山科区 飲食業 鉄板焼ごえもん
京都市山科区 飲食業 ロイヤルホスト山科西野店
京都市山科区 飲食業 Cafe&bar　ZucCa
京都市山科区 飲食業 おばんざい菜
京都市山科区 飲食業 お好み焼き　久
京都市山科区 飲食業 カフェダイニングクリストファーロビン
京都市山科区 飲食業 そば処　よね久
京都市山科区 飲食業 ベビーフェイスプラネッツ山科椥辻店
京都市山科区 飲食業 マリ亞ンヌ
京都市山科区 飲食業 鶴喜そば　山科店
京都市山科区 飲食業 NIKU BAR JIGORO
京都市山科区 飲食業 うさぎ家
京都市山科区 飲食業 ガスト京都山科店
京都市山科区 飲食業 からふね屋珈琲 山科店
京都市山科区 飲食業 玄海
京都市山科区 飲食業 ちょいと。栞屋
京都市山科区 飲食業 はぎわら
京都市山科区 飲食業 霞中庵　音和そば
京都市山科区 飲食業 炭火焼きジンギスカンべんから
京都市山科区 飲食業 麺家 山科店
京都市山科区 飲食業 料亭　わらびの里
京都市山科区 飲食業 京都市中央斎場フードコート　花山
京都市山科区 飲食業 若狭湾天然活魚料理大将
京都市山科区 飲食業 焼肉ホルモンいち
京都市山科区 飲食業 Bar  MAHOROBA 
京都市山科区 飲食業 CAFE HATCH
京都市山科区 飲食業 Regalo
京都市山科区 飲食業 カラオケ居酒屋　和
京都市山科区 飲食業 キッチン　木の芽
京都市山科区 飲食業 しょうき
京都市山科区 飲食業 担担麺　胡　山科本店
京都市山科区 飲食業 美味　旬菜　和馬
京都市山科区 飲食業 株式会社清修庵
京都市山科区 飲食業 株式会社靖馬
京都市山科区 飲食業 京琉酒彩　海月
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所在地（市区町村） 業種区分 店舗・事業所名

京都市山科区 飲食業 酔粋
京都市山科区 飲食業 オステリアさとむら
京都市山科区 飲食業 ハルバル
京都市山科区 飲食業 居酒屋　ふじ
京都市山科区 飲食業 焼肉のんき
京都市山科区 飲食業 9 NINE
京都市山科区 飲食業 グリルバード
京都市山科区 飲食業 ミックからだ元気館
京都市山科区 飲食業 瑞秦
京都市山科区 飲食業 餃子の朝日
京都市山科区 飲食業 カフェレストラン COCOTTE
京都市山科区 飲食業 ミートハンマーグリル
京都市山科区 飲食業 もつ鍋亀八山科店
京都市山科区 飲食業 ライオンカフェ
京都市山科区 飲食業 海鮮バル　魚晴
京都市山科区 飲食業 串勝　六角屋
京都市山科区 飲食業 燻製マーケット
京都市山科区 飲食業 ひょうたん
京都市山科区 飲食業 円　（まどか）
京都市山科区 飲食業 おふくろ
京都市山科区 飲食業 御馳走ダイニング　てっぺん
京都市山科区 飲食業 カフェド・プランタン
京都市山科区 飲食業 あかりばさん
京都市山科区 飲食業 田奈可
京都市山科区 飲食業 cafe-bar   and..
京都市山科区 飲食業 キャビン
京都市山科区 飲食業 スナック　ニューメモリー
京都市山科区 飲食業 瑞泰
京都市山科区 飲食業 にぎり長次郎　外環山科店
京都市山科区 飲食業 良枝の部屋
京都市山科区 飲食業 にぎり忠次郎　山科区役所前店
京都市山科区 飲食業 市太郎
京都市山科区 飲食業 スナック　シーユー
京都市山科区 飲食業 ダイニングパブ　おりべ
京都市山科区 飲食業 京都洛東迎賓館
京都市山科区 飲食業 寿司　西仁
京都市山科区 飲食業 大衆酒場おりべ
京都市山科区 飲食業 おおみ
京都市山科区 飲食業 かめちゃん
京都市山科区 飲食業 漬物割烹　ふく井
京都市山科区 飲食業 北隣館 Cafe Green
京都市山科区 飲食業 patisserie a la Ma
京都市山科区 飲食業 SOMEWHAT BAR龍野
京都市山科区 飲食業 味処  すし処    うえだ
京都市山科区 飲食業 おばんざい弁当よしかわ
京都市山科区 飲食業 4Spice Kitchen
京都市山科区 飲食業 美松寿司
京都市山科区 飲食業 テッパン焼ぼすG
京都市山科区 飲食業 宗教法人毘沙門堂
京都市山科区 飲食業 大本山　隨心院
京都市山科区 飲食業 バーマホロバ
京都市山科区 飲食業 京都東山テニスクラブ
京都市山科区 飲食業 俵崎
京都市山科区 飲食業 ゆる音家
京都市山科区 飲食業 うどんの天邑
京都市山科区 飲食業 お好み焼き・鉄板焼き　きん太　山科椥辻店
京都市山科区 飲食業 町田商店 京都東インター店
京都市山科区 飲食業 はま寿司　山科椥辻店
京都市山科区 飲食業 居酒屋　と利萬
京都市山科区 飲食業 アンジェリーカ
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京都市山科区 飲食業 どんぐり山科店
京都市山科区 飲食業 韓丼　山科店
京都市山科区 飲食業 焼肉やる気　山科店
京都市山科区 飲食業 鶴橋風月　山科店
京都市山科区 飲食業 ＴＳＵＢＡＫＩ
京都市山科区 飲食業 フレッシュネスバーガー山科店
京都市山科区 飲食業 手しごと工房お料理いってつ
京都市山科区 飲食業 カフェテラス　サン・ジェルマン
京都市山科区 飲食業 ダイニングカラオケKふぁみりー
京都市山科区 飲食業 居酒屋臣
京都市山科区 飲食業 来来亭山科新十条店
京都市山科区 飲食業 和食や　山科酒場　見聞録
京都市山科区 飲食業 BBK
京都市山科区 飲食業 これや椥辻店
京都市山科区 飲食業 酒膳はたごやＪＲ山科駅店
京都市山科区 飲食業 料理処　長島
京都市山科区 飲食業 手打ちそば 藤村
京都市山科区 飲食業 鮨おく村
京都市山科区 飲食業 BAKERY&CAFE  tt
京都市山科区 飲食業 カレーハウスココ壱番屋山科小野店
京都市山科区 飲食業 ごはん処　you房
京都市山科区 飲食業 ミンミン山科店
京都市山科区 飲食業 谷中　美由紀
京都市山科区 飲食業 ポッポ
京都市山科区 飲食業 う権　ラクト山科店
京都市山科区 飲食業 かつ屋　ラクト山科店
京都市山科区 飲食業 山科酒場　見聞録
京都市山科区 飲食業 大衆焼肉ホルモン天陽
京都市山科区 飲食業 揚げバルキッパーズケルシュ　山科店
京都市山科区 飲食業 喫茶　心
京都市山科区 飲食業 ラーメン魁力屋　山科小野店
京都市山科区 飲食業 げらん
京都市山科区 飲食業 さとちゃん
京都市山科区 飲食業 冴
京都市山科区 飲食業 伏見
京都市山科区 飲食業 cafe&Meal MUJI京都山科
京都市山科区 飲食業 京都船越
京都市山科区 飲食業 串焼弘
京都市山科区 飲食業 松秀
京都市山科区 飲食業 魚菜　きときと
京都市山科区 飲食業 お食事処 初美
京都市山科区 飲食業 スシロー山科店
京都市山科区 飲食業 呑み処　うまい
京都市山科区 飲食業 千度
京都市山科区 飲食業 夢小町
京都市山科区 飲食業 ジョリーパスタ山科店
京都市山科区 飲食業 いごっそう
京都市山科区 飲食業 株式会社京高田
京都市山科区 飲食業 すき家　１国山科西野店
京都市山科区 飲食業 鳥どり
京都市山科区 飲食業 志津屋　JR山科駅店
京都市山科区 飲食業 なか卯　山科三条通店
京都市山科区 飲食業 なか卯　醍醐店
京都市山科区 飲食業 中国料理　東東来
京都市山科区 飲食業 ゲストハウス円円
京都市山科区 飲食業 ヨツノトキ
京都市山科区 飲食業 京だんご藤菜美
京都市山科区 飲食業 焼肉龍凰
京都市山科区 飲食業 びっくりドンキー山科店
京都市山科区 飲食業 京焼肉にしき　山科店
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京都市山科区 飲食業 松屋　山科店
京都市山科区 飲食業 松のや　椥辻店
京都市山科区 飲食業 来山軒
京都市山科区 飲食業 DINING BAR DEEPS
京都市山科区 飲食業 さんだいや八〇酒場
京都市山科区 飲食業 スナック辨
京都市山科区 飲食業 お好み焼き　ホッシー君
京都市山科区 飲食業 喫茶イケダ
京都市山科区 飲食業 大力食堂
京都市山科区 飲食業 ヤオトヨ
京都市山科区 飲食業 アンチエイジングパーラーパセリ
京都市山科区 飲食業 旬菜和食処 中尾
京都市山科区 飲食業 ふぁんふぁん
京都市山科区 飲食業 居酒屋ぴぃ～す高山竜子
京都市山科区 飲食業 やましなテラス
京都市山科区 飲食業 とら家
京都市山科区 飲食業 三玖
京都市山科区 飲食業 モーモーハウス
京都市山科区 飲食業 鉄板カフェLiese
京都市山科区 飲食業 居酒屋　芳太郎
京都市山科区 飲食業 鉄板焼　りょう
京都市山科区 飲食業 居酒屋ぴぃ～す
京都市山科区 飲食業 串屋かつ
京都市山科区 飲食業 松庵
京都市山科区 飲食業 そば処　和食　あづまや
京都市山科区 飲食業 炭焼き地鶏酒房　匠
京都市山科区 飲食業 カレー専門店　得正　山科店
京都市山科区 飲食業 食酒房　どんつき
京都市山科区 飲食業 十五夜
京都市山科区 飲食業 わい亭
京都市山科区 飲食業 たみ
京都市山科区 飲食業 鳥響本店
京都市山科区 飲食業 鳥響二号店
京都市山科区 飲食業 渋屋
京都市山科区 飲食業 渋屋本店
京都市山科区 飲食業 幸ちゃん
京都市山科区 飲食業 FREE TIME
京都市山科区 飲食業 キッチンはたけ
京都市山科区 飲食業 酒彩　だありん
京都市山科区 飲食業 フルカド
京都市山科区 飲食業 オークス
京都市山科区 飲食業 居酒屋真ん中
京都市山科区 飲食業 Pizza/Pasta　Farfalle
京都市山科区 飲食業 イタリアンバル Asso Lusso
京都市山科区 飲食業 てっぱん屋　蘭
京都市山科区 飲食業 みかく
京都市山科区 飲食業 めんめん五条店
京都市山科区 飲食業 めんめん渋谷店
京都市山科区 飲食業 韓国料理 ハナトゥルセ
京都市山科区 飲食業 居酒屋　酒びたり
京都市山科区 飲食業 旬彩 鮨 和み いなせや
京都市山科区 飲食業 焼肉　牛膳
京都市山科区 飲食業 焼肉ホルモン やきやきや 山科別館
京都市山科区 飲食業 笛太鼓
京都市山科区 飲食業 barらくざ
京都市山科区 飲食業 Dice  dining  Bar
京都市山科区 飲食業 居酒屋   てっちゃん
京都市山科区 飲食業 浜風屋台　防波亭
京都市山科区 飲食業 Ｂ＆Ｆレモンハート２１
京都市山科区 飲食業 RUN
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京都市山科区 飲食業 カフェボンボヤージ
京都市山科区 飲食業 カラオケ　千花
京都市山科区 飲食業 和 あきら
京都市山科区 飲食業 居酒屋なぎさ港
京都市山科区 飲食業 酒菜 だありん
京都市山科区 飲食業 焼肉アンニョン
京都市山科区 飲食業 中国料理　龍宝
京都市山科区 飲食業 鉄板居酒屋のんくん
京都市山科区 飲食業 福力食堂
京都市山科区 飲食業 柳生亭・柳生ノ里
京都市山科区 飲食業   Live Studio58
京都市山科区 飲食業 炭火焼き居酒屋いっぴん
京都市山科区 飲食業 天下一品　山科店
京都市山科区 飲食業 天ぷらBAR G4
京都市山科区 飲食業 京都府京都市山科区西野山階町11-13  Live Studio58
京都市山科区 飲食業 アイシャルリターン
京都市山科区 飲食業 ㈱石原
京都市山科区 飲食業 山壱商店
京都市山科区 飲食業 お食事処　ぱせり
京都市山科区 飲食業 エグゼブ
京都市山科区 飲食業 てっぱん食道しみず
京都市山科区 飲食業 一休寿し
京都市山科区 飲食業 RAJU　山科店
京都市山科区 飲食業 お食事処きよ
京都市山科区 飲食業 つけ麺　夢人
京都市山科区 飲食業 ナイトルームキャナル
京都市山科区 飲食業 山科BAR
京都市山科区 飲食業 upone
京都市山科区 飲食業 喫茶はやし
京都市山科区 飲食業 キッチンみやこ
京都市山科区 飲食業 わさび亭
京都市山科区 飲食業 焼肉あじゅ
京都市山科区 飲食業 焼肉ホルモン　六
京都市山科区 飲食業 河冨久
京都市山科区 飲食業 グリルさくら亭
京都市山科区 飲食業 プロムナード
京都市山科区 飲食業 鉄板焼き きじ
京都市山科区 飲食業 kitchenひといき
京都市山科区 飲食業 さざんか
京都市山科区 飲食業 なかがわ家
京都市山科区 飲食業 旬菜料理　ひだまり
京都市山科区 飲食業 居酒屋　山百合
京都市山科区 飲食業 KP
京都市山科区 飲食業 しるら
京都市山科区 飲食業 素人料理　田和
京都市山科区 飲食業 喫茶スナック　たか
京都市山科区 飲食業 Ceili ケーリー
京都市山科区 飲食業 珉珉山科店
京都市山科区 飲食業 焼鳥かなざわ椥辻
京都市山科区 飲食業 味処　巳さい
京都市山科区 飲食業 つち山
京都市山科区 飲食業 喫茶アベニュー
京都市山科区 飲食業 焼肉ホルモン赤提灯山科店
京都市山科区 飲食業 夢 YUME
京都市山科区 飲食業 ダイニング SO SO
京都市山科区 飲食業 居酒屋　駿(しゅん)
京都市山科区 飲食業 大也
京都市山科区 飲食業 チャイナキッチン餃子王
京都市山科区 飲食業 どんたく
京都市山科区 飲食業 笑人　Wa-Road
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京都市山科区 飲食業 丸亀製麺京都東インター
京都市山科区 飲食業 ステーキハウス　やまと
京都市山科区 飲食業 ケンタッキー・フライド・チキンR1山科店
京都市山科区 飲食業 香の川製麺山科店
京都市山科区 飲食業 すぎもと
京都市山科区 飲食業 串かつ家まねき串
京都市山科区 飲食業 スナック　バンブ
京都市山科区 飲食業 お好み焼き　文文
京都市山科区 飲食業 お食事処九十九
京都市山科区 飲食業 カラオケ喫茶ペック
京都市山科区 飲食業 ケイ・エム
京都市山科区 飲食業 だいりき亭
京都市山科区 飲食業 より道
京都市山科区 飲食業 開口
京都市山科区 飲食業 笑福
京都市山科区 飲食業 大衆居酒屋　ニューコクバル
京都市山科区 飲食業 ときめき
京都市山科区 飲食業 マニベ
京都市山科区 飲食業 お食事の店　すいてん
京都市山科区 飲食業 みつる庵
京都市山科区 飲食業 五珉飯店
京都市山科区 飲食業 きまぐれ
京都市山科区 飲食業 居酒屋　ともこ
京都市山科区 飲食業 お好み焼き　味峰
京都市山科区 飲食業 たまりば
京都市山科区 飲食業 パンキッチン
京都市山科区 飲食業 お好み焼ひらい山科店
京都市山科区 飲食業 中国料理　ちゅん
京都市山科区 飲食業 ぬきな
京都市山科区 飲食業 カフェ　カマラード
京都市山科区 飲食業 cafe Hush
京都市山科区 飲食業 結
京都市山科区 飲食業 インド料理　SAFFRON(サフラン)
京都市山科区 飲食業 京舞子
京都市山科区 飲食業 お食事処やまもと
京都市山科区 飲食業 サイゼリヤ イオンタウン山科椥辻店
京都市山科区 飲食業 ピナクル
京都市山科区 飲食業 集
京都市山科区 飲食業 いろは寿し
京都市山科区 飲食業 レストランシャルボン
京都市山科区 飲食業 居酒屋　ぐりゅ
京都市山科区 飲食業 Cafe de Vert 
京都市山科区 飲食業 素人料理　田舎
京都市山科区 飲食業 タルタルクラブ
京都市山科区 飲食業 和だいにんぐ千
京都市山科区 飲食業 中むら
京都市山科区 飲食業 ディッパーダン　イオンタウン山科椥辻
京都市山科区 飲食業 和ダイニング一旦
京都市山科区 飲食業 食べに　おいない
京都市山科区 飲食業 牛担
京都市山科区 飲食業 中国料理　味楽
京都市山科区 飲食業 お食事処　冨士
京都市山科区 飲食業 カラオケ喫茶ルミエール
京都市山科区 飲食業 ラウンジ　アダージョ
京都市山科区 飲食業 餃子食堂マルケン　山科店
京都市山科区 飲食業 スナック　愛
京都市山科区 サービス業 ヘアー　カパルア
京都市山科区 サービス業 SALON　ＢＥＲＹＬ
京都市山科区 サービス業 Hair hanna
京都市山科区 サービス業 Rem　Medical　hair care
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京都市山科区 サービス業 にしの美容室
京都市山科区 サービス業 京進スクール・ワン 山科教室
京都市山科区 サービス業 京進スクール・ワン 椥辻教室
京都市山科区 サービス業 ECC外語学院　山科校
京都市山科区 サービス業 ハクジュプラザ山科店
京都市山科区 サービス業 QBハウス　西友山科店
京都市山科区 サービス業 シガドライ　生水出
京都市山科区 サービス業 スポーツクラブ　ルネサンス・イオンタウン山科椥辻
京都市山科区 サービス業 理容プラージュ山科店
京都市山科区 サービス業 ゴールフリー山科教室
京都市山科区 サービス業 成基学園　山科教室
京都市山科区 サービス業 ヘアーサロンHIRO
京都市山科区 サービス業 ジュリア・ビューティー＆スパ
京都市山科区 サービス業 美容室イレブンカット　マツヤスーパー山科三条店
京都市山科区 サービス業 訪問介護ステーション　アニモ
京都市山科区 サービス業 レッツ倶楽部　京都勧修寺
京都市山科区 サービス業 レッツ倶楽部　京都陵
京都市山科区 サービス業 レッツ倶楽部　京都山科
京都市山科区 サービス業 輝亭
京都市山科区 サービス業 有限会社イシマ自工
京都市山科区 サービス業 sign　hair
京都市山科区 サービス業 ㈱カーニバル　カーニバルクリーニング ラクト山科店
京都市山科区 サービス業 関西個別指導学院　山科教室
京都市山科区 サービス業 理容　はっとり
京都市山科区 サービス業 Beauty Salon O-Keynee
京都市山科区 サービス業 エステサロンスワロー
京都市山科区 サービス業 フォトハヤシスタジオ
京都市山科区 サービス業 り・ふぁいん東野店
京都市山科区 サービス業  blumenduft
京都市山科区 サービス業 Hair Make RyuRyu ひみつの隠れ家RyuRyu
京都市山科区 サービス業 ＶＥＥＲ　山科店
京都市山科区 サービス業 はぐみ鍼灸接骨院
京都市山科区 サービス業 はじめ整骨院
京都市山科区 サービス業 サロン・ド・ムラタ
京都市山科区 サービス業 ヘアーサロン　ホリ
京都市山科区 サービス業 理容　荒川
京都市山科区 サービス業 だんだん
京都市山科区 サービス業 東山自動車工業株式会社
京都市山科区 サービス業 オードリー美容室
京都市山科区 サービス業 赤ツキ
京都市山科区 サービス業 アロマ
京都市山科区 サービス業 ふじしろ歯科医院
京都市山科区 サービス業 はなぶさ整骨院
京都市山科区 サービス業 理容　タニモト
京都市山科区 サービス業 ヘアーカット　ミヤ
京都市山科区 サービス業 保険ほっとライン　ラクト山科店
京都市山科区 サービス業 Cafe & カラオケ・占い　Milky Sky
京都市山科区 サービス業 クリーニングぴいぷる山科新十条店
京都市山科区 サービス業 カットハウス　ジャックと豆の木
京都市山科区 サービス業 グリム
京都市山科区 サービス業 スワロー＆つばめの巣
京都市山科区 サービス業 ヘアーサロン　すぎうら
京都市山科区 サービス業 ヘアーサロン　ハシモト
京都市山科区 サービス業 ヘアーサロン・キシモト
京都市山科区 サービス業 理容　あすなろ
京都市山科区 サービス業 理容　タカハシ
京都市山科区 サービス業 理容室　いく
京都市山科区 サービス業 ビューティーサロン　フミ
京都市山科区 サービス業 ヘアーサロンK
京都市山科区 サービス業 Eyelash&Nails BAY 
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京都市山科区 サービス業 hair Garden' grandxcross.
京都市山科区 サービス業 hair Garden'N
京都市山科区 サービス業 organic spa salon Lily
京都市山科区 サービス業 髙橋観光タクシー
京都市山科区 サービス業 京都中央鍼灸整骨院　山科院
京都市山科区 サービス業 タケノウチグループ事務センター
京都市山科区 サービス業 岡田整骨院
京都市山科区 サービス業 株式会社　FUERTE
京都市山科区 サービス業 有限会社マツイｺｲﾝﾗﾝﾄﾞﾘｰ ぴいぷる山科新十条店
京都市山科区 サービス業 サロンド　つじい
京都市山科区 サービス業 ｓ－Ｌｉｖｅきょうと山科校
京都市山科区 サービス業 ラウンジＣＯＣＯ
京都市山科区 サービス業 美松寿司
京都市山科区 サービス業 来夢来人
京都市山科区 サービス業 FREE TIME
京都市山科区 サービス業 むげん整骨院　+fit山科駅前
京都市山科区 サービス業 丸金商事
京都市山科区 サービス業 ヘアーサロン　プリンス　本店
京都市山科区 サービス業 B-shining
京都市山科区 サービス業 唄声ひろば虹
京都市山科区 サービス業 CHEER 鍼灸接骨院 
京都市山科区 サービス業 ＣＨＥＥＲ鍼灸接骨院
京都市山科区 サービス業 EAST Mountain Studio
京都市山科区 サービス業 カットスタジオジョー
京都市山科区 サービス業 エスティックジュビラン　Coquet
京都市山科区 サービス業 トット サロン
京都市山科区 娯楽業 からおけ喫茶　蓮花
京都市山科区 娯楽業 ラクトスポーツプラザ
京都市山科区 娯楽業 株式会社グランドボウル　山科グランドボウル
京都市山科区 娯楽業 山科KBホール
京都市山科区 娯楽業 山科センター
京都市山科区 その他 浦珠算塾
京都市山科区 その他 株式会社グランドボウル　山科グランドボウル
京都市山科区 その他 クリーンマジック山科駅前店
京都市山科区 その他 クリーンマジック小野店
京都市山科区 その他 り・ふぁいん鍼灸院
京都市山科区 その他 りらくる京都山科店
京都市山科区 その他 カットトリム　ぽけっと
京都市山科区 その他 文屋秋栄
京都市山科区 その他 京都信用金庫　北山科支店
京都市山科区 その他 京都信用金庫　西山科支店
京都市山科区 その他 京都信用金庫　山科支店
京都市山科区 その他 STANCE　GYM
京都市山科区 その他 京都府化粧品商業協同組合　
京都市山科区 その他 らうんじ穂
京都市山科区 その他 神遊山　岩屋寺
京都市山科区 その他 税理士法人　山﨑事務所
京都市山科区 その他 大成印刷紙業株式会社
京都市山科区 その他 アイマーク税理士法人
京都市山科区 その他 カトレア新十条店
京都市山科区 その他 エコリング京都山科店
京都市山科区 その他 志賀歯科医院
京都市山科区 その他 こうき鍼灸整骨院　山科御陵院
京都市山科区 その他 宗教法人　笠原寺
京都市山科区 その他 紫雲窯
京都市山科区 その他 株式会社WINサービス
京都市山科区 その他 清水美容室
京都市山科区 その他 公文式　勧修寺堂田教室
京都市山科区 その他 たかひろ接骨院
京都市山科区 その他 あすみるデイサービス石田
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京都市山科区 その他 らいむ保育園山科
京都市山科区 その他 学研グローリー教室
京都市山科区 その他 音羽野瀬歯科医院
京都市山科区 その他 ＮＰＯ法人花山星空ネットワーク
京都市山科区 その他 見眞塾
京都市山科区 その他 あきら整骨院
京都市山科区 その他 医療法人社団　吉廣会　またクリニック
京都市山科区 その他 ヘア & エステ  ラピノ
京都市山科区 その他 仲上接骨院
京都市山科区 その他 ときめき
京都市山科区 その他 医療法人赤城医院
京都市山科区 その他 親和トラスト
京都市山科区 その他 合同会社　双栄
京都市山科区 その他 白鶴　石黒道場
京都市山科区 その他 洛東接骨院
京都市山科区 その他 いなば接骨院
京都市山科区 その他 本間整骨院
京都市山科区 その他 あさお整骨院
京都市山科区 その他 山本接骨院
京都市山科区 その他 あおぞらデイサービスセンター
京都市山科区 その他 デイサービスセンター桔梗湯
京都市山科区 その他 あおぞらディサービスセンター
京都市山科区 その他 ディサービスセンター桔梗湯
京都市山科区 その他 青龍堂鍼灸整骨院
京都市山科区 その他 たけたに鍼灸接骨院
京都市山科区 その他 みささぎテニスクラブ
京都市山科区 その他 株式会社　サスティナエンジ
京都市山科区 その他 山科くろき整骨院
京都市山科区 その他 公文式山科井上教室
京都市山科区 その他 LE CREE 総合鍼灸 高倉
京都市山科区 その他 ＪＡ京都市　山科南部支店
京都市山科区 その他 ＪＡ京都市　山科北部支店
京都市下京区 建設業 リフォシー株式会社
京都市下京区 建設業 牧草総合設計株式会社
京都市下京区 建設業 三井ホーム株式会社　京都五条モデルハウス
京都市下京区 建設業 あすなろ
京都市下京区 建設業 ヤスヒロテクニカル
京都市下京区 建設業 株式会社　桐丸工務店
京都市下京区 建設業 古谷工業所
京都市下京区 建設業 株式会社マグナムメイドサービス
京都市下京区 建設業 岸田工業株式会社
京都市下京区 建設業 京滋エレベーターサービス㈱
京都市下京区 建設業 すずかデザイン工芸
京都市下京区 建設業 熊谷昇商会
京都市下京区 製造業 鳥井金網工芸
京都市下京区 製造業 有限会社豊明
京都市下京区 製造業 京とうふ並河商店
京都市下京区 製造業 京の加悦寿司　京都駅CUBE店
京都市下京区 製造業 京の加悦寿司　大丸京都店
京都市下京区 製造業 尾池工業株式会社 本社
京都市下京区 製造業 株式会社半兵衛麩　半兵衛麩事業本部（工場）
京都市下京区 製造業 株式会社日新システムズ
京都市下京区 製造業 亀屋良長株式会社
京都市下京区 製造業 日新電機株式会社　京都環境営業部
京都市下京区 製造業 栗田捺染
京都市下京区 製造業 株式会社田中プリント
京都市下京区 製造業 マルホ発條工業㈱　本社
京都市下京区 製造業 株式会社京扇堂
京都市下京区 製造業 五明金箔工芸
京都市下京区 製造業 株式会社　神戸珠数店
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京都市下京区 製造業 株式会社　神戸数珠店
京都市下京区 製造業 （有）中ト 杉本製麺所
京都市下京区 製造業 GRANDIR京都ポルタ店
京都市下京区 製造業 株式会社　SDI
京都市下京区 製造業 株式会社ＧＳクラフト　本社
京都市下京区 製造業 京都菅公学生服株式会社
京都市下京区 製造業 有限会社井上漬物店
京都市下京区 製造業 そうざい処　京みづき
京都市下京区 製造業 合名会社 久保田美簾堂
京都市下京区 製造業 株式会社笹屋昌園
京都市下京区 運輸業 株式会社京都クローバー会
京都市下京区 運輸業 北澤タクシー
京都市下京区 卸売業 (株)松浦食器店
京都市下京区 卸売業 キッチン＆テーブルウェア　マツウラ　ショールーム
京都市下京区 卸売業 川崎商店
京都市下京区 卸売業 京都青果合同株式会社　本社
京都市下京区 卸売業 松村洋紙店　
京都市下京区 卸売業 松村洋紙店　五条物流センター
京都市下京区 卸売業 ㈱オガワ
京都市下京区 卸売業 クロレラ食品ハック株式会社
京都市下京区 卸売業 株式会社朱友　
京都市下京区 卸売業 有限会社　稲田
京都市下京区 卸売業 株式会社　京果食品
京都市下京区 卸売業 株式会社ローヤル　京都本社
京都市下京区 卸売業 株式会社ソーホー
京都市下京区 卸売業 京都マルケイ漬物
京都市下京区 卸売業 京都全魚類卸協同組合
京都市下京区 卸売業 株式会社シカタ
京都市下京区 卸売業 みつたけ
京都市下京区 卸売業 株式会社シゲジン
京都市下京区 卸売業 きむら畜産
京都市下京区 卸売業 ツカキ株式会社
京都市下京区 小売業 中村翠雲堂印房
京都市下京区 小売業 マールブランシュJR京都伊勢丹B1店
京都市下京区 小売業 マールブランシュJR京都伊勢丹サロン店
京都市下京区 小売業 マールブランシュアスティ京都店
京都市下京区 小売業 マールブランシュポルタ店
京都市下京区 小売業 マールブランシュ京都タワーサンド店
京都市下京区 小売業 マールブランシュ京都高島屋店　
京都市下京区 小売業 マールブランシュ大丸京都店　
京都市下京区 小売業 マールブランシュ八条口店
京都市下京区 小売業 OFFICINA　IL　GHIOTTONE
京都市下京区 小売業 大垣書店 京都駅ビル　ザ・キューブ店　
京都市下京区 小売業 大垣書店 京都本店　
京都市下京区 小売業 大垣書店　髙島屋店
京都市下京区 小売業 株式会社松栄堂　松栄堂薫々
京都市下京区 小売業 株式会社松栄堂　リスン京都
京都市下京区 小売業 株式会社ｼﾞｪｲｱｰﾙ西日本ﾎﾃﾙ開発ﾎﾃﾙｸﾞﾗﾝｳﾞｨｱ京都HOTEL SHOP

京都市下京区 小売業 鶏三和ＪＲ京都伊勢丹店　精肉
京都市下京区 小売業 鶏三和ＪＲ京都伊勢丹店　惣菜
京都市下京区 小売業 大垣書店　ヨドバシ店
京都市下京区 小売業 (株)丸や　おちゃのこさいさい京都タワーサンド店
京都市下京区 小売業 聖護院八ツ橋　ニキニキ
京都市下京区 小売業 聖護院八ツ橋　四条店
京都市下京区 小売業 B・B・B
京都市下京区 小売業 ORENO PAN okumura
京都市下京区 小売業 嵐山桃肌こすみ　京都駅みやこみち店
京都市下京区 小売業 伊藤久右衛門 京都駅前店
京都市下京区 小売業 おゝみや児島　京都駅店
京都市下京区 小売業 おたべ八条口店
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京都市下京区 小売業 京五山
京都市下京区 小売業 京都アルファ
京都市下京区 小売業 クラフトこじま
京都市下京区 小売業 じゃこ兵衛
京都市下京区 小売業 食品専門館ハーベス
京都市下京区 小売業 セブンイレブン
京都市下京区 小売業 丹山酒造 京の糀屋
京都市下京区 小売業 友楽堂
京都市下京区 小売業 ハーベス京銘館
京都市下京区 小売業 比沙家
京都市下京区 小売業 ふたば書房
京都市下京区 小売業 ミスタードーナツ
京都市下京区 小売業 京つけものもり　おみやげ小路
京都市下京区 小売業 京つけものもり　古都みやび店
京都市下京区 小売業 京つけものもり　八条小町店
京都市下京区 小売業 Rendez-Vous
京都市下京区 小売業 京老舗の味　舞妓
京都市下京区 小売業 京のみやげ
京都市下京区 小売業 古都みやび
京都市下京区 小売業 ビックカメラJR京都駅店
京都市下京区 小売業 ビックカメラセレクト京都四条河原町店
京都市下京区 小売業 ル・ノーブル京都四条本店
京都市下京区 小売業 株式会社丸二
京都市下京区 小売業 株式会社末富
京都市下京区 小売業 株式会社枡儀
京都市下京区 小売業 京つけものもり　京名菓・名菜処　京店
京都市下京区 小売業 有限会社フットクリエイト
京都市下京区 小売業 ヴェラモーレ　ディ　ヌークレオ　京都本店
京都市下京区 小売業 エディオン　寺町店
京都市下京区 小売業 エビスク七条
京都市下京区 小売業 キョーワズ珈琲　大丸京都店
京都市下京区 小売業 靴のマウンテン
京都市下京区 小売業 コクミンドラッグ　ザ・キューブ店
京都市下京区 小売業 ダイソー四条大宮店
京都市下京区 小売業 ダイソーフレスコ七条店
京都市下京区 小売業 加納屋北岸  ザ・キューブ店
京都市下京区 小売業 兼長
京都市下京区 小売業 日本被服工業株式会社　ユニフォームショップ
京都市下京区 小売業 オフィス７マエダ
京都市下京区 小売業 文具店ＴＡＧ本店
京都市下京区 小売業 マスヤ文具店
京都市下京区 小売業 皆山三商店
京都市下京区 小売業 株式会社シロ
京都市下京区 小売業 株式会社みのや
京都市下京区 小売業 京都美顔四条烏丸サロン
京都市下京区 小売業 ＧＯＯＤ　ＮＡＴＵＲＥ　ＳＴＡＴＩＯＮ
京都市下京区 小売業 今西製菓株式会社
京都市下京区 小売業 スポーツミツハシ　京都ブラウニー伊勢丹
京都市下京区 小売業 BIGBAN
京都市下京区 小売業 ノエビアスタイル京都烏丸
京都市下京区 小売業 髙島屋京都店
京都市下京区 小売業 カメラのニシワ
京都市下京区 小売業 株式会社 川勝總本家
京都市下京区 小売業 アンジェラヴィサント　大丸京都店
京都市下京区 小売業 田中伊雅仏具店
京都市下京区 小売業 ふたば書房　京都駅八条口店
京都市下京区 小売業 ふたば書房　大丸京都店
京都市下京区 小売業 ソフィワタナベ
京都市下京区 小売業 （有）村山商店
京都市下京区 小売業 京つけもの西利　ポルタ店



ステッカー交付一覧（2021/02/19）
所在地（市区町村） 業種区分 店舗・事業所名

京都市下京区 小売業 京つけもの西利　京小町北館店
京都市下京区 小売業 京つけもの西利　近鉄京都駅店
京都市下京区 小売業 京つけもの西利　本店
京都市下京区 小売業 京つけもの西利　亰店
京都市下京区 小売業 酵房西利
京都市下京区 小売業 ダイアナ京都ポルタ店
京都市下京区 小売業 551ホーライ　ＪＲ京都駅店
京都市下京区 小売業 永楽屋細辻伊平衛商店京都駅八条口店
京都市下京区 小売業 カランコロン京都　京都駅八条口店
京都市下京区 小売業 ギフトキヨスク京都中央店
京都市下京区 小売業 ギフトキヨスク京都店
京都市下京区 小売業 ギフトキヨスク京都西店
京都市下京区 小売業 京ぽんと伏水菓蔵
京都市下京区 小売業 京町家茶屋抹茶亭　福寿園
京都市下京区 小売業 薬マツモトキヨシ京都駅八条口店
京都市下京区 小売業 グランドキヨスク京都店
京都市下京区 小売業 だいきち
京都市下京区 小売業 ニキニキアラギャール
京都市下京区 小売業 西尾八ツ橋ぎをん為治郎
京都市下京区 小売業 ベルマート京都店
京都市下京区 小売業 ベルマート京都東口店
京都市下京区 小売業 リンツショコラカフェ　京都四条通り店
京都市下京区 小売業 ルピシア ジェイアール京都伊勢丹店
京都市下京区 小売業 ルピシア 京都大丸ショップ
京都市下京区 小売業 進々堂　JR京都駅前店
京都市下京区 小売業 進々堂　大宮店
京都市下京区 小売業 ヴィノスやまざき 京都店
京都市下京区 小売業 スギ薬局　西大路店
京都市下京区 小売業 大丸京都店　地下１階　食品売場内 
京都市下京区 小売業 大丸京都店　地下１階　食品売場内　近江今津 西友
京都市下京区 小売業 大垣書店　京都駅ビル専門店街　ザ・キューブ店
京都市下京区 小売業 岡株式会社
京都市下京区 小売業 加納屋北岸　京都駅ビル専門店街　ザ・キューブ店
京都市下京区 小売業 京都駅ビル専門店街　ザ・キューブ店
京都市下京区 小売業 コクミンドラック　京都駅ビル専門店街　ザ・キューブ店
京都市下京区 小売業 藤井大丸
京都市下京区 小売業 藤井大丸　１階　アラビカ キョウト コーナー
京都市下京区 小売業 藤井大丸　３階　チャノマ コーナー
京都市下京区 小売業 藤井大丸　4階　ハーブス コーナー
京都市下京区 小売業 藤井大丸　5階　喫茶マドラグ コーナー
京都市下京区 小売業 藤井大丸　７階　ｻﾞ・ｺﾝﾃﾝﾎﾟﾗﾘｰ・ﾌｨｯｸｽ ｶﾌｪ ｺｰﾅｰ
京都市下京区 小売業 藤井大丸　地下１階　オーガニックプラザ
京都市下京区 小売業 藤井大丸　地下１階　タベルトコーナー
京都市下京区 小売業 西岡テント
京都市下京区 小売業 アビステブティック　ホテルグランヴィア京都店
京都市下京区 小売業 マジョーレグランヴィア　　　
京都市下京区 小売業 京ごふくゑり善
京都市下京区 小売業 日比谷花壇　ホテルグランヴィア京都店
京都市下京区 小売業 (株)四条センター
京都市下京区 小売業 岩田呉服店　京都店
京都市下京区 小売業 ヒラタ家具　（株）
京都市下京区 小売業 （有）坂安
京都市下京区 小売業 錦市場野村
京都市下京区 小売業 佃煮屋太三郎
京都市下京区 小売業 有限会社　米清
京都市下京区 小売業 株式会社　イマムラ総業
京都市下京区 小売業 株式会社　松原キムラ本店
京都市下京区 小売業 関西スタミナ食品　髙田商店
京都市下京区 小売業 長崎屋
京都市下京区 小売業 名代肉の大川
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京都市下京区 小売業 ㈱お肉の大川
京都市下京区 小売業 魚晴
京都市下京区 小売業 アクタス 京都店
京都市下京区 小売業 イノブン　四条本店
京都市下京区 小売業 クラフトショップハヤシ
京都市下京区 小売業 インテリアセンター　トナミ
京都市下京区 小売業 京都ブラックサンダー　コトチカ京都店
京都市下京区 小売業 本家西尾八ッ橋 八条口店
京都市下京区 小売業 サンリオギャラリー 京都店
京都市下京区 小売業 きよし商会
京都市下京区 小売業 zarame　京都タワーサンド店
京都市下京区 小売業 丹治蓮生堂
京都市下京区 小売業 レンタサイクル風音
京都市下京区 小売業 第１９７回ホビーランドぽち鉄道模型フェスティバル
京都市下京区 小売業 ART LAB.  ジェイアール京都伊勢丹店
京都市下京区 小売業 株式会社松香庵茶舗
京都市下京区 小売業 三虎ガレージ
京都市下京区 小売業 サーティワンアイスクリーム京都ヨドバシ店
京都市下京区 小売業 明日香
京都市下京区 小売業 株式会社福永念珠舗
京都市下京区 小売業 辻利京都タワーサンド店
京都市下京区 小売業 マネケンJR京都駅店
京都市下京区 小売業 津久間紙店
京都市下京区 小売業 au kyoto
京都市下京区 小売業 株式会社　ケンコー
京都市下京区 小売業 梅村酒店
京都市下京区 小売業 セブンイレブン四条麩屋町
京都市下京区 小売業 ランパデール
京都市下京区 小売業 駿河屋京都寺町店
京都市下京区 小売業 わかさ生活 書店
京都市下京区 小売業 株式会社ローソン(295)
京都市下京区 小売業 ㈱五條長兵衛
京都市下京区 小売業 チロル　七条御前本店
京都市下京区 小売業 米九米穀店
京都市下京区 小売業 有限会社きねや
京都市下京区 小売業 打田漬物　本店
京都市下京区 小売業 花平
京都市下京区 小売業 サンエイクラフト
京都市下京区 小売業 株式会社　間遠佛具店　本店
京都市下京区 小売業 株式会社　間遠佛具店　西店
京都市下京区 小売業 株式会社間遠佛具店
京都市下京区 小売業 ダイアナ・セブン
京都市下京区 小売業 津田常工業株式会社
京都市下京区 小売業 倭紙の店
京都市下京区 小売業 河原町五条本店
京都市下京区 小売業 唐丸
京都市下京区 小売業 八星酒店
京都市下京区 小売業 オーダーメイドギフトショップ　まりとこまり
京都市下京区 小売業 愛染工房
京都市下京区 小売業 無塵株式会社 無塵Antique古道具
京都市下京区 小売業 日下念珠店
京都市下京区 小売業 京都五条サイクル
京都市下京区 小売業 KASSORO
京都市下京区 小売業 京都シルク株式会社
京都市下京区 小売業 津田米穀
京都市下京区 小売業 いなり薬院
京都市下京区 小売業 はんこ屋さん２１京都駅前店
京都市下京区 小売業 おかず屋コシムラ
京都市下京区 小売業 あしだや　中山人形店
京都市下京区 不動産・賃貸業 株式会社すまい
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京都市下京区 不動産・賃貸業 株式会社ハウスネットワーク　四条店
京都市下京区 不動産・賃貸業 ＧＥＴＨＯＭＥ河原町五条
京都市下京区 不動産・賃貸業 株式会社キンゾー
京都市下京区 不動産・賃貸業 アスティ京都駅店
京都市下京区 不動産・賃貸業 ベーコンラボ京都駅
京都市下京区 不動産・賃貸業 ベーコンラボ京都駅　3F
京都市下京区 不動産・賃貸業 ベーコンラボ京都駅　4F
京都市下京区 不動産・賃貸業 （有）公誠不動産
京都市下京区 不動産・賃貸業 リバティ池善
京都市下京区 不動産・賃貸業 ㈱リバティ池善
京都市下京区 不動産・賃貸業 野村の仲介＋京都センター　野村不動産アーバンネット株式会社
京都市下京区 不動産・賃貸業 四条烏丸大西ビル
京都市下京区 不動産・賃貸業 四条高倉大西ビル
京都市下京区 不動産・賃貸業 KRP BIZ NEXT
京都市下京区 不動産・賃貸業 株式会社　八清
京都市下京区 不動産・賃貸業 株式会社フラットエージェンシー　京都駅前店
京都市下京区 不動産・賃貸業 三和住宅サービス株式会社
京都市下京区 宿泊業 SHIN TERRACE　&　HOTSTEL KYOTO
京都市下京区 宿泊業 株式会社ｼﾞｪｲｱｰﾙ西日本ﾎﾃﾙ開発ﾎﾃﾙｸﾞﾗﾝｳﾞｨｱ京都
京都市下京区 宿泊業 株式会社ﾎﾃﾙﾌﾟﾘﾝｾｽ京都
京都市下京区 宿泊業 蔵や　大宮島原
京都市下京区 宿泊業 蔵や　上五条町
京都市下京区 宿泊業 蔵や　万里小路
京都市下京区 宿泊業 秀仙閣
京都市下京区 宿泊業 株式会社ｼﾞｪｲｱｰﾙ西日本ﾎﾃﾙ開発ﾎﾃﾙｸﾞﾗﾝｳﾞｨｱ京都ﾌﾟｰﾙ･ﾌｨｯﾄﾈｽ

京都市下京区 宿泊業 株式会社ｼﾞｪｲｱｰﾙ西日本ﾎﾃﾙ開発ﾎﾃﾙｸﾞﾗﾝｳﾞｨｱ京都マカリオス
京都市下京区 宿泊業 一般社団法人　東浅井詰所
京都市下京区 宿泊業 山田屋旅館
京都市下京区 宿泊業 (株)ロイヤルパークホテルズアンドリゾーツ　第二事業部
京都市下京区 宿泊業 京のやど　古都葉
京都市下京区 宿泊業 ひふみ有限会社
京都市下京区 宿泊業 ホテルイルヴェルデ京都
京都市下京区 宿泊業 ホテルマイステイズ京都四条
京都市下京区 宿泊業 ホテル法華クラブ京都
京都市下京区 宿泊業 リーガロイヤルホテル京都
京都市下京区 宿泊業 わじまや旅館
京都市下京区 宿泊業 株式会社　ホテル飯田
京都市下京区 宿泊業 株式会社 松本旅館
京都市下京区 宿泊業 株式会社I-GREC KYOTO
京都市下京区 宿泊業 株式会社WeBase
京都市下京区 宿泊業 株式会社ホテルステーション京都
京都市下京区 宿泊業 株式会社ホテルステーション京都西館
京都市下京区 宿泊業 株式会社京王プレリアホテル京都烏丸五条
京都市下京区 宿泊業 株式会社京都堀川オペレーションズ
京都市下京区 宿泊業 株式会社佐野家
京都市下京区 宿泊業 株式会社三井不動産ホテルマネジメント　三井ガーデンホテル京都駅前

京都市下京区 宿泊業 株式会社三井不動産ホテルマネジメント　三井ガーデンホテル京都四条

京都市下京区 宿泊業 株式会社北海館お花坊
京都市下京区 宿泊業 魚岩旅館
京都市下京区 宿泊業 京都のお宿 侘助
京都市下京区 宿泊業 京湯元ハトヤ瑞鳳閣
京都市下京区 宿泊業 春好物産　株式会社　京都リッチホテル
京都市下京区 宿泊業 日本通信機器株式会社
京都市下京区 宿泊業 平安坊
京都市下京区 宿泊業 有限会社　たき川旅館本館
京都市下京区 宿泊業 有限会社京家旅館
京都市下京区 宿泊業 有限会社都和
京都市下京区 宿泊業 旅館 ひのもと
京都市下京区 宿泊業 旅館　京らく
京都市下京区 宿泊業 旅館あづまや有限会社
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所在地（市区町村） 業種区分 店舗・事業所名

京都市下京区 宿泊業 アパヴィラホテル〈京都駅前〉
京都市下京区 宿泊業 アパホテル〈京都駅前〉
京都市下京区 宿泊業 アパホテル〈京都駅東〉
京都市下京区 宿泊業 アパホテル〈京都駅北〉
京都市下京区 宿泊業 アパホテル〈京都駅堀川通〉
京都市下京区 宿泊業 カルタホテル京都祇園
京都市下京区 宿泊業 都シティ 近鉄京都駅
京都市下京区 宿泊業 (有)MAERホールディングス
京都市下京区 宿泊業 Hostel North + Key Kyoto
京都市下京区 宿泊業 sequence KYOTO GOJO
京都市下京区 宿泊業 アーバイン京都 河原町通
京都市下京区 宿泊業 湯の宿　松栄
京都市下京区 宿泊業 株式会社　さと茂旅館
京都市下京区 宿泊業 株式会社レジステイ
京都市下京区 宿泊業 京都鴨川のお宿たまみ
京都市下京区 宿泊業 旅館　西喜楼
京都市下京区 宿泊業 株式会社ホスピタリティオペレーションズ
京都市下京区 宿泊業 ＧＯＯＤ　ＮＡＴＵＲＥ　ＨＯＴＥＬ
京都市下京区 宿泊業 nao炬乃座大宮五条邸
京都市下京区 宿泊業 nao炬乃座別邸梅小路
京都市下京区 宿泊業 nao炬乃座別邸麩屋町
京都市下京区 宿泊業 ホテルリソル京都四条室町
京都市下京区 宿泊業 観光旅館 ホテル近江屋
京都市下京区 宿泊業 京町家楽遊
京都市下京区 宿泊業 小林芳三商店
京都市下京区 宿泊業 松葉家旅館
京都市下京区 宿泊業 尾張屋旅館
京都市下京区 宿泊業 有限会社都和 なごみ宿都和
京都市下京区 宿泊業 Guesthouse KYOTO COMPASS
京都市下京区 宿泊業 HISホテルホールディングス株式会社　ウォーターマークホテル京都

京都市下京区 宿泊業 旅館 ゆはら
京都市下京区 宿泊業 R&Bホテル京都四条河原町
京都市下京区 宿泊業 ベッセルホテルカンパーナ京都五条
京都市下京区 宿泊業 ゲストハウス京都イン
京都市下京区 宿泊業 京町家貸切宿　高瀬川七条
京都市下京区 宿泊業 TABIYA　HOTEL
京都市下京区 宿泊業 藤家旅館
京都市下京区 宿泊業 旅館花屋
京都市下京区 宿泊業 京舞イン
京都市下京区 宿泊業 IMU HOTEL KYOTO
京都市下京区 宿泊業 三井ガーデンホテル京都河原町浄教寺
京都市下京区 宿泊業 京の宿　紋上絵
京都市下京区 宿泊業 京都センチュリーホテル
京都市下京区 宿泊業 緑風荘
京都市下京区 宿泊業 株式会社貴舩
京都市下京区 宿泊業 宿屋　枳殻荘
京都市下京区 宿泊業 ホテル　京の森有隣舎
京都市下京区 宿泊業 牡丹ハウス　別邸
京都市下京区 宿泊業 ホテルカンラ京都
京都市下京区 宿泊業 20 PIECES
京都市下京区 宿泊業 TUNE STAY KYOTO
京都市下京区 宿泊業 河岸ホテル
京都市下京区 宿泊業 有限会社ジェイホッパーズ
京都市下京区 宿泊業 鴨半
京都市下京区 宿泊業 京都橘屋　万寿寺亭
京都市下京区 宿泊業 松亀旅館
京都市下京区 宿泊業 御宿敬
京都市下京区 宿泊業 旅館　平安荘
京都市下京区 宿泊業 雲・小杉
京都市下京区 宿泊業 雲・小川
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京都市下京区 宿泊業 雲・小波
京都市下京区 宿泊業 雲・風早
京都市下京区 宿泊業 Restaurant&Bar余韻
京都市下京区 宿泊業 京の宿西大路
京都市下京区 宿泊業 京の宿西大路familie
京都市下京区 宿泊業 京の宿西大路inn
京都市下京区 宿泊業 波月 
京都市下京区 宿泊業 カフェおこぼ
京都市下京区 宿泊業 アーバンホテル京都四条プレミアム
京都市下京区 宿泊業 アーバンホテル京都五条ﾌプレミアム
京都市下京区 宿泊業 株式会社たん熊本家
京都市下京区 宿泊業 ロディソンホテル京都七条
京都市下京区 宿泊業 HOTEL MUSO
京都市下京区 宿泊業 安本旅館
京都市下京区 宿泊業 Leeki Studio Kyoto
京都市下京区 宿泊業 アーバン樹下京都駅前
京都市下京区 宿泊業 アーバン樹下五条烏丸
京都市下京区 宿泊業 アーバン京都駅西
京都市下京区 宿泊業 株式会社畑中( 石塀小路かみくら)
京都市下京区 宿泊業 Sakura River Inn Ⅰ
京都市下京区 宿泊業 Sakura River Inn Ⅱ
京都市下京区 宿泊業 柚子屋旅館・一心居
京都市下京区 宿泊業 MACHIYA INNS ＆ HOTELSチェックインカウンター
京都市下京区 宿泊業 有限会社和泉屋旅館
京都市下京区 宿泊業 有限会社 栄家
京都市下京区 宿泊業 いちひめ
京都市下京区 宿泊業 お宿にわ
京都市下京区 飲食業 evolution Ha-to
京都市下京区 飲食業 Kayabar コトチカ京都
京都市下京区 飲食業 KayabarTino 四条烏丸
京都市下京区 飲食業 串八　四条大宮店
京都市下京区 飲食業 ごはん処　矢尾定
京都市下京区 飲食業 田ごと　キューブ店
京都市下京区 飲食業 田ごと　四条本店
京都市下京区 飲食業 田ごと　髙島屋店
京都市下京区 飲食業 田ごと　ポルタ店
京都市下京区 飲食業 紡 Café
京都市下京区 飲食業 DEUX FILLES
京都市下京区 飲食業 ハイボールバー京都1923
京都市下京区 飲食業 侘家三昧　
京都市下京区 飲食業 Bｅr　Rocking　chair
京都市下京区 飲食業 ROOKI 綾小路店
京都市下京区 飲食業 SANDOバル
京都市下京区 飲食業 居酒屋　まつ新
京都市下京区 飲食業 旨いもん酒場　イロドリ
京都市下京区 飲食業 株式会社Hirarintei Entertainment烏丸茶寮ｷﾝﾉﾄﾘ
京都市下京区 飲食業 株式会社Hirarintei Entertainment平林亭隠れ庵
京都市下京区 飲食業 株式会社Hirarintei Entertainment平林亭展望閣
京都市下京区 飲食業 株式会社KYOYA京家きよみず柳馬場本家
京都市下京区 飲食業 株式会社ｼﾞｪｲｱｰﾙ西日本ﾎﾃﾙ開発ｶﾌｪﾚｽﾄﾗﾝ　ﾙ･ﾀﾝ
京都市下京区 飲食業 株式会社ｼﾞｪｲｱｰﾙ西日本ﾎﾃﾙ開発ｹﾞｽﾄﾊｳｽ塩小路楽粋
京都市下京区 飲食業 株式会社ｼﾞｪｲｱｰﾙ西日本ﾎﾃﾙ開発ﾒｲﾝﾊﾞｰ　ｵﾙﾋﾞｯﾄ
京都市下京区 飲食業 株式会社ｼﾞｪｲｱｰﾙ西日本ﾎﾃﾙ開発ﾛﾋﾞｰﾗｳﾝｼﾞ　ｸﾞﾗﾝｼﾞｭｰﾙ
京都市下京区 飲食業 株式会社ｼﾞｪｲｱｰﾙ西日本ﾎﾃﾙ開発和食浮橋
京都市下京区 飲食業 株式会社治元杬之蔵ﾀﾞｲﾜﾛｲﾔﾙﾎﾃﾙｽﾞ京都四条烏丸店
京都市下京区 飲食業 株式会社治元すみび和くら京都ヨドバシ店
京都市下京区 飲食業 株式会社治元錦わらい京都駅ビル店
京都市下京区 飲食業 株式会社ﾎﾃﾙﾌﾟﾘﾝｾｽ京都ｶﾌｪ&ﾀﾞｲﾆﾝｸﾞアンバーコート
京都市下京区 飲食業 株式会社ﾎﾃﾙﾌﾟﾘﾝｾｽ京都中華料理翡翠苑
京都市下京区 飲食業 株式会社ﾎﾃﾙﾌﾟﾘﾝｾｽ京都鉄板焼豊園
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京都市下京区 飲食業 株式会社ﾎﾃﾙﾌﾟﾘﾝｾｽ京都メインバーダーレー
京都市下京区 飲食業 銀水
京都市下京区 飲食業 ごはん日和四条西洞院店（株式会社ホーラク）
京都市下京区 飲食業 サンビーム
京都市下京区 飲食業 セレクテッド　ラポー
京都市下京区 飲食業 チカキッサタブコ
京都市下京区 飲食業 鮒鶴京都鴨川リゾート
京都市下京区 飲食業 万寿寺　かき谷
京都市下京区 飲食業 みます屋　モナミ
京都市下京区 飲食業 やきとり 鳥あさ
京都市下京区 飲食業 焼肉矢澤　京都
京都市下京区 飲食業 ラーメン壱番館
京都市下京区 飲食業 ルフージュ
京都市下京区 飲食業 株式会社ｼﾞｪｲｱｰﾙ西日本ﾎﾃﾙ開発ｽｶｲﾀﾞｲﾆﾝｸﾞ＆ﾗｳﾝｼﾞ　ｻｻﾞﾝｺｰﾄ

京都市下京区 飲食業 株式会社ｼﾞｪｲｱｰﾙ西日本ﾎﾃﾙ開発ﾋﾞｭｰ＆ﾀﾞｲﾆﾝｸﾞコトシエール
京都市下京区 飲食業 株式会社ｼﾞｪｲｱｰﾙ西日本ﾎﾃﾙ開発ﾎﾃﾙｸﾞﾗﾝｳﾞｨｱラウンジ
京都市下京区 飲食業 株式会社ｼﾞｪｲｱｰﾙ西日本ﾎﾃﾙ開発鉄板焼五山望
京都市下京区 飲食業 ㈱夢研究所
京都市下京区 飲食業 鶏三和ＪＲ京都伊勢丹店　イートイン
京都市下京区 飲食業 薩摩ごかもん 京都四条烏丸本店
京都市下京区 飲食業 (株) boogaloo café　四条店
京都市下京区 飲食業 kitchen KOTO KOTO
京都市下京区 飲食業 彩席　ちもと
京都市下京区 飲食業 イタリアンバルKIMURAYA　京都駅前
京都市下京区 飲食業 オステリア エ バール ポレンタ
京都市下京区 飲食業 割烹　いいむら
京都市下京区 飲食業 株式会社飯田 飯田屋惣平
京都市下京区 飲食業 株式会社ﾌｧﾝｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ天ぷら海鮮米福四条烏丸店
京都市下京区 飲食業 観山
京都市下京区 飲食業 きょうと　畑
京都市下京区 飲食業 京都イオリカフェ　大丸京都店
京都市下京区 飲食業 京料理　八清
京都市下京区 飲食業 京料理ちもと　（株）ちもと
京都市下京区 飲食業 原価酒場　けいすけ
京都市下京区 飲食業 原価ビストロチーズ＋京都七条
京都市下京区 飲食業 原価ビストロチーズプラス四条河原町
京都市下京区 飲食業 酒菜　乗々
京都市下京区 飲食業 笹屋伊織　本店
京都市下京区 飲食業 ジャンボカラオケ広場　京都駅前店
京都市下京区 飲食業 ジャンボカラオケ広場　四条大宮駅前店
京都市下京区 飲食業 ジャンボカラオケ広場　四条河原町店
京都市下京区 飲食業 それから　綾小路
京都市下京区 飲食業 チファジャ烏丸仏光寺店
京都市下京区 飲食業 鳥貴族　烏丸２号店
京都市下京区 飲食業 鳥貴族　烏丸店
京都市下京区 飲食業 のち家
京都市下京区 飲食業 ﾌﾞｰﾗﾝｼﾞｪﾘｰｶﾌｪﾀﾞｲﾆﾝｸﾞ　ロビンソン烏丸
京都市下京区 飲食業 洋食グリルスタンド
京都市下京区 飲食業 楽坐　京都本店
京都市下京区 飲食業 露庵
京都市下京区 飲食業 笹屋伊織　別邸
京都市下京区 飲食業 寿しのむさし　京都駅八条口店
京都市下京区 飲食業 寿しのむさし　ポルタ店
京都市下京区 飲食業 松葉　京都駅店
京都市下京区 飲食業 壹銭洋食
京都市下京区 飲食業 CAFFE　CIAO　PRESSO
京都市下京区 飲食業 Dining みこと
京都市下京区 飲食業 GRASE
京都市下京区 飲食業 Man in　the Moon
京都市下京区 飲食業 SERENO食堂
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京都市下京区 飲食業 粋花KYK
京都市下京区 飲食業 石焼地鶏　石庵　京都駅前店
京都市下京区 飲食業 一知富士
京都市下京区 飲食業 いち藤
京都市下京区 飲食業 牛たん処　たん味屋
京都市下京区 飲食業 梅小路コラボ
京都市下京区 飲食業 梅小路パークカフェ
京都市下京区 飲食業 江戸川
京都市下京区 飲食業 おそば処葵
京都市下京区 飲食業 キャピタル東洋亭伊勢丹店
京都市下京区 飲食業 キャピタル東洋亭近鉄店
京都市下京区 飲食業 キャピタル東洋亭高島屋店
京都市下京区 飲食業 京あんじゅ
京都市下京区 飲食業 京喫茶　潤　
京都市下京区 飲食業 京都　花の舞　中央口駅前店
京都市下京区 飲食業 京都生そば　もり平
京都市下京区 飲食業 京とんちん亭
京都市下京区 飲食業 京のお晩菜処　六角や
京都市下京区 飲食業 グリルキャピタル東洋亭
京都市下京区 飲食業 グリルハナショコラ
京都市下京区 飲食業 四川料理　洛楽
京都市下京区 飲食業 旬彩Dining悠YU
京都市下京区 飲食業 すし昌
京都市下京区 飲食業 陀家三昧
京都市下京区 飲食業 ちゃんこ横綱
京都市下京区 飲食業 とり八
京都市下京区 飲食業 ハマムラ
京都市下京区 飲食業 孫兵衛
京都市下京区 飲食業 龍馬軍鶏農場　京都駅前店
京都市下京区 飲食業 和食さと　京都五条店
京都市下京区 飲食業 （株）ひご久
京都市下京区 飲食業 (株)鶴清
京都市下京区 飲食業 AREA5/8
京都市下京区 飲食業 CENTRO
京都市下京区 飲食業 Dad's bread n' coffee
京都市下京区 飲食業 Ｄｉｎｉｎｇ　Ｂａｒ Marib 
京都市下京区 飲食業 EGGS 'N THINGS JAPAN
京都市下京区 飲食業 elpollo
京都市下京区 飲食業 ORENO PAN 京都駅店
京都市下京区 飲食業 Re:CAFE
京都市下京区 飲食業 restaurant IRO
京都市下京区 飲食業 Taverna Mezzanotte
京都市下京区 飲食業 Veg Out vegan café
京都市下京区 飲食業 WAKARAZUYA
京都市下京区 飲食業 いっかくじゅう烏丸店
京都市下京区 飲食業 ウオータ タワー
京都市下京区 飲食業 カフェレストラン
京都市下京区 飲食業 がぶりHANARE
京都市下京区 飲食業 カラオケスナック　オーミヤ
京都市下京区 飲食業 串鉄板ぞろんぱ
京都市下京区 飲食業 ザ・ドア高倉店
京都市下京区 飲食業 すし岩
京都市下京区 飲食業 とんかつ処勝裕
京都市下京区 飲食業 バイヤルカフェ
京都市下京区 飲食業 ハンバーグ＆ステーキ　听　梅小路店
京都市下京区 飲食業 ビアバル フランセ
京都市下京区 飲食業 ワインとハイボール ふじ屋
京都市下京区 飲食業 海鮮ときどきブタ
京都市下京区 飲食業 株式会社 sky star
京都市下京区 飲食業 株式会社 木乃婦



ステッカー交付一覧（2021/02/19）
所在地（市区町村） 業種区分 店舗・事業所名

京都市下京区 飲食業 株式会社ちもと
京都市下京区 飲食業 株式会社パルプラン
京都市下京区 飲食業 株式会社べっぴんや
京都市下京区 飲食業 株式会社メビウス
京都市下京区 飲食業 株式会社やまちや
京都市下京区 飲食業 吉岡諒彦
京都市下京区 飲食業 京都イタリアン 欧食屋 Kappa
京都市下京区 飲食業 京都ハナビ
京都市下京区 飲食業 京都駅ビル開発株式会社
京都市下京区 飲食業 京都酒蔵館 株式会社
京都市下京区 飲食業 京料理　坂安
京都市下京区 飲食業 御幸町ONO
京都市下京区 飲食業 高辻 かもくら
京都市下京区 飲食業 酒・肴タナゴゴロ
京都市下京区 飲食業 旬肴家秀
京都市下京区 飲食業 宝堂
京都市下京区 飲食業 有限会社 エムジーフーズ
京都市下京区 飲食業 有限会社矢尾治
京都市下京区 飲食業 榮寿庵
京都市下京区 飲食業 BELLOTA concha
京都市下京区 飲食業 BELLOTA mucho
京都市下京区 飲食業 GYOZA OHSHO 京都髙島屋店
京都市下京区 飲食業 Ｎ白木屋　京都中央口駅前店
京都市下京区 飲食業 Roti Chicken&Jackie Tacos 京都タワーサンド店
京都市下京区 飲食業 Roti Chicken&Jackie Tacos 高辻店
京都市下京区 飲食業 ＳＥＮＴ　ＪＡＭＥＳ　ＣＬＵＢ　木屋町本店
京都市下京区 飲食業 いちょうや　ICHOYA
京都市下京区 飲食業 ヴィ・ド・フランス　ザ・キューブ店
京都市下京区 飲食業 おひつごはん四六時中　京都ヨドバシ店
京都市下京区 飲食業 かつ飯屋 孫助
京都市下京区 飲食業 カフェ＆バー　CHOTTO WARAKU
京都市下京区 飲食業 がんこJR京都駅ビル店
京都市下京区 飲食業 きちや
京都市下京区 飲食業 キッチン・ゴン　ザ・キューブ店
京都市下京区 飲食業 ぎんなん
京都市下京区 飲食業 ゴーゴーカレー京都丹波口駅前スタジアム
京都市下京区 飲食業 そじ坊四条烏丸FTスクエア店
京都市下京区 飲食業 ちから餅
京都市下京区 飲食業 ちゃんぽん亭総本家 四条烏丸店
京都市下京区 飲食業 手打ち蕎麦　井上
京都市下京区 飲食業 プロント　ザ・キューブ店
京都市下京区 飲食業 ミスタードーナツ　京都駅ビル専門店街　ザ・キューブ店
京都市下京区 飲食業 やきとり好きやねん
京都市下京区 飲食業 レストラン七番館
京都市下京区 飲食業 ろばた
京都市下京区 飲食業 角福
京都市下京区 飲食業 叶家四条河原町店
京都市下京区 飲食業 牛たん 伊之助　ザ・キューブ店
京都市下京区 飲食業 魚とお野菜のイタリアンアルバータ
京都市下京区 飲食業 魚民　五条駅前店
京都市下京区 飲食業 魚民　四条烏丸駅前店
京都市下京区 飲食業 京都 錦わらい　ザ・キューブ店
京都市下京区 飲食業 京都ことこと　ザ・キューブ店
京都市下京区 飲食業 京料理 栄寿庵　ザ・キューブ店
京都市下京区 飲食業 山内農場　京都中央口駅前店
京都市下京区 飲食業 四季の味すぎうら　京都駅前七条店
京都市下京区 飲食業 四季の味すぎうら　京都駅前店
京都市下京区 飲食業 酒と魚とオトコマエ食堂　京都駅前店
京都市下京区 飲食業 寿司と居酒屋 魚民　京都中央口駅前店
京都市下京区 飲食業 笑笑　京都駅前店



ステッカー交付一覧（2021/02/19）
所在地（市区町村） 業種区分 店舗・事業所名

京都市下京区 飲食業 先斗入ル　ザ・キューブ店
京都市下京区 飲食業 千年の宴　京都中央口駅前店
京都市下京区 飲食業 炭櫓　京都四条河原町店
京都市下京区 飲食業 竹取酒物語　京都中央口駅前店
京都市下京区 飲食業 茶寮 FUKUCHA 　京都駅ビル専門店街　ザ・キューブ店
京都市下京区 飲食業 東京純豆腐　京都四条河原町店
京都市下京区 飲食業 灯屋
京都市下京区 飲食業 八丁味處 串の坊　ザ・キューブ店
京都市下京区 飲食業 瓢斗　京都駅前本店
京都市下京区 飲食業 北極星　四条河原町店
京都市下京区 飲食業 本家たん熊　京都高島屋店
京都市下京区 飲食業 本家たん熊　本店
京都市下京区 飲食業 味浪漫いしがま亭
京都市下京区 飲食業 名代とんかつ  かつくら　ザ・キューブ店
京都市下京区 飲食業 餃子の王将 七条烏丸店
京都市下京区 飲食業 餃子の王将 西八条店
京都市下京区 飲食業 ワイン食堂　ウミウサギ
京都市下京区 飲食業 AUX BACCHANALES KYOTO
京都市下京区 飲食業 Cuisine bar café Pic Nic
京都市下京区 飲食業 dining cafe 11
京都市下京区 飲食業 Germoglioジェルモーリオ  
京都市下京区 飲食業 Kyoto Beer Lab
京都市下京区 飲食業 Wine&Highball つちや
京都市下京区 飲食業 味処　花車
京都市下京区 飲食業 イタリア料理 イル ジェーコ
京都市下京区 飲食業 お立ち呑み処　ひょうたん
京都市下京区 飲食業 株式会社鶴屋吉信　IRODORI
京都市下京区 飲食業 京都鴨川倶楽部
京都市下京区 飲食業 クラフトハウス京都
京都市下京区 飲食業 コーヒー&ランチこばやし
京都市下京区 飲食業 まんざら　団栗橋店
京都市下京区 飲食業 まんざらえきよこ　串と酒店
京都市下京区 飲食業 まんざら亭　烏丸七条店
京都市下京区 飲食業 よし乃
京都市下京区 飲食業 井政
京都市下京区 飲食業 円亭
京都市下京区 飲食業 花たぬき京都駅西店
京都市下京区 飲食業 花たぬき京都駅前店
京都市下京区 飲食業 貝と白ワインのバルKAKIMARU綾小路店
京都市下京区 飲食業 貝と白ワインのバルKAKIMARU七条店
京都市下京区 飲食業 割烹やす田
京都市下京区 飲食業 株式会社Replace
京都市下京区 飲食業 株式会社オフィスクリオ
京都市下京区 飲食業 京の禅　車　四条烏丸店
京都市下京区 飲食業 京まんざら　かさね
京都市下京区 飲食業 京彩和食 古者夜志
京都市下京区 飲食業 京都府寿司生活衛生同業組合
京都市下京区 飲食業 京都木村屋本店
京都市下京区 飲食業 鳥初鴨川
京都市下京区 飲食業 電氣食堂
京都市下京区 飲食業 東華菜館
京都市下京区 飲食業 満足処ももからこーたろー
京都市下京区 飲食業 無添くら寿司　西大路七条店
京都市下京区 飲食業 有限会社 カイユ メゾン ド ヴァン 鶉亭
京都市下京区 飲食業 有限会社ティ・ティ・エス
京都市下京区 飲食業 有限会社招福亭
京都市下京区 飲食業 和 なごみ
京都市下京区 飲食業 ディッシュバー50－50
京都市下京区 飲食業 おうち割烹あや富
京都市下京区 飲食業 ＧＥＡＲ



ステッカー交付一覧（2021/02/19）
所在地（市区町村） 業種区分 店舗・事業所名

京都市下京区 飲食業 大金
京都市下京区 飲食業 おうちごはん中島屋
京都市下京区 飲食業 京の韓国家庭料理　ハムケ
京都市下京区 飲食業 めん処たまや
京都市下京区 飲食業 一献 うるうる
京都市下京区 飲食業 イタリアンクアトロ京都駅前店
京都市下京区 飲食業 蔵寺町店
京都市下京区 飲食業 輝庭
京都市下京区 飲食業 株式会社ワールド・ヘリテイジ
京都市下京区 飲食業 株式会社曲田商店　粋花KYK京都店
京都市下京区 飲食業 牛キムラ
京都市下京区 飲食業 芙蓉園
京都市下京区 飲食業 Lieu de repos
京都市下京区 飲食業 日本料理 とくを
京都市下京区 飲食業 DECO cafe MEAT Labo
京都市下京区 飲食業 ロイヤルキッチン高島屋京都店
京都市下京区 飲食業 ロイヤルホスト堀川五条店
京都市下京区 飲食業 京宴　京都駅前店
京都市下京区 飲食業 祭
京都市下京区 飲食業 鉄板居酒屋いってつ
京都市下京区 飲食業 ぴん
京都市下京区 飲食業 串家物語　京都ヨドバシ
京都市下京区 飲食業 member's　snack　さらさ
京都市下京区 飲食業 Wine蔵しおり
京都市下京区 飲食業 エスタシオンカフェ 京都店
京都市下京区 飲食業 ガスト京都四条大宮店
京都市下京区 飲食業 ぎゃらりぃ栞屋
京都市下京区 飲食業 しゅん逢　紗々木
京都市下京区 飲食業 デリカフェ・キッチン 京都店
京都市下京区 飲食業 ランチ＆カフェ　きんぎょ食堂　
京都市下京区 飲食業 葵茶屋
京都市下京区 飲食業 株式会社 松喜屋
京都市下京区 飲食業 祇園 和音
京都市下京区 飲食業 御肴凸鉾
京都市下京区 飲食業 三代目 鳥メロ  四条烏丸店
京都市下京区 飲食業 漬け野菜　isoism
京都市下京区 飲食業 麺家 さがの店
京都市下京区 飲食業 麺家 京都下がも店
京都市下京区 飲食業 麺家 京都上がも店
京都市下京区 飲食業 木屋町 末廣
京都市下京区 飲食業 栞屋さらさら
京都市下京区 飲食業 栞屋仏光寺店
京都市下京区 飲食業 310saredowa　西洞院本店
京都市下京区 飲食業 RISTORANTE 美郷
京都市下京区 飲食業 saredoかふぇ＆ダイニング
京都市下京区 飲食業 おばんざい　ゆう膳
京都市下京区 飲食業 カレーハウスココ壱番屋　京都四条大宮店
京都市下京区 飲食業 ぎょうざ処　亮昌　京都タワーサンド店
京都市下京区 飲食業 ぎょうざ処　亮昌　高辻本店
京都市下京区 飲食業 とんかつ一番
京都市下京区 飲食業 パッチョコーネ
京都市下京区 飲食業 ひと・まち交流館内　1階　喫茶ぴあ ひと・まち
京都市下京区 飲食業 焼肉　はやし　四条店
京都市下京区 飲食業 菓子屋のな
京都市下京区 飲食業 京ちゃばな　京都駅前店
京都市下京区 飲食業 京ちゃばな　南新町店
京都市下京区 飲食業 京都舞坂
京都市下京区 飲食業 金時
京都市下京区 飲食業 自然酒菜　一瞬
京都市下京区 飲食業 千房　京都四条河原町支店



ステッカー交付一覧（2021/02/19）
所在地（市区町村） 業種区分 店舗・事業所名

京都市下京区 飲食業 茶花　七条新町店
京都市下京区 飲食業 葡萄酒堂
京都市下京区 飲食業 cafe　Bar　ミルクディッパー
京都市下京区 飲食業 TABIYA CAFÉ&DINING
京都市下京区 飲食業 あいつのラーメンかたぐるま　
京都市下京区 飲食業 カフェ　ヨロズ
京都市下京区 飲食業 てらまち福田　　
京都市下京区 飲食業 美味　旬菜　和馬
京都市下京区 飲食業 レストラン パティオ
京都市下京区 飲食業 喫茶みわく
京都市下京区 飲食業 京うどん みなも
京都市下京区 飲食業 京ごちそう　いしまる
京都市下京区 飲食業 京もつ鍋ホルモン朱々京都四条大宮店
京都市下京区 飲食業 京都綾小路 満月の花
京都市下京区 飲食業 京都新阪急ホテル　バー　リード
京都市下京区 飲食業 京都新阪急ホテル　レストラン　ブールヴァール
京都市下京区 飲食業 京都新阪急ホテル　レストラン　ロイン＆モンスレー
京都市下京区 飲食業 蕎麦酒場清修庵　室町店
京都市下京区 飲食業 酒と魚DNA
京都市下京区 飲食業 大阪屋
京都市下京区 飲食業 Cafe Bar 高円
京都市下京区 飲食業 さいか亭１Ｆ
京都市下京区 飲食業 さいか亭２Ｆ
京都市下京区 飲食業 さいか亭３Ｆ
京都市下京区 飲食業 ほらほら
京都市下京区 飲食業 むぎなわ庵
京都市下京区 飲食業 FIRE KING
京都市下京区 飲食業 ＰＬＵＳ
京都市下京区 飲食業 アップル
京都市下京区 飲食業 五黄の寅
京都市下京区 飲食業 ジャムハウス
京都市下京区 飲食業 プチジャポネ
京都市下京区 飲食業 山よし　河原町店
京都市下京区 飲食業 京都東急ホテル　　「ティーラウンジ&バー　ザテラス　ほりかわ」
京都市下京区 飲食業 京都東急ホテル「オールデイダイニング風花」
京都市下京区 飲食業 焼肉アジェ　松原本店
京都市下京区 飲食業 焼肉アジェ　団栗店
京都市下京区 飲食業 茶寮FUKUCHA
京都市下京区 飲食業 Thai&Vietnam レモングラス 京都タワーサンド店
京都市下京区 飲食業 京果トレーディング株式会社
京都市下京区 飲食業 四条パクチー
京都市下京区 飲食業 大傳梅梅
京都市下京区 飲食業 ホルモン千葉
京都市下京区 飲食業 ランチ&カフェ　mano a mano
京都市下京区 飲食業 牛角　四条河原町店
京都市下京区 飲食業 J&J DRIVE INN
京都市下京区 飲食業 WANDERERS STAND
京都市下京区 飲食業 京ダイニング八条
京都市下京区 飲食業 くらまアスティ京都店
京都市下京区 飲食業 宝泉
京都市下京区 飲食業 原了郭
京都市下京区 飲食業 鶏焼専門店　OICHO 
京都市下京区 飲食業 焼肉まる富
京都市下京区 飲食業 珍竹林
京都市下京区 飲食業 綴
京都市下京区 飲食業 綴 室町別館
京都市下京区 飲食業 麺ざんまい　近鉄京都駅店
京都市下京区 飲食業 和食バル 空庵
京都市下京区 飲食業 アダン京都駅前店
京都市下京区 飲食業 スペインバル　サントレス



ステッカー交付一覧（2021/02/19）
所在地（市区町村） 業種区分 店舗・事業所名

京都市下京区 飲食業 ダイニングバー　ポポラーレ
京都市下京区 飲食業 まそほ京都店
京都市下京区 飲食業 ルボンヴィーヴル ザ ロイヤルパークホテル 京都四条店
京都市下京区 飲食業 亀屋権八　烏丸店
京都市下京区 飲食業 進々堂　ラクエ四条烏丸店
京都市下京区 飲食業 まそほ離れ
京都市下京区 飲食業 まちかどマルシェNorakuro
京都市下京区 飲食業 京都MOJO
京都市下京区 飲食業 京都ROOTER×2
京都市下京区 飲食業 日本酒とおばんざいの京酒場みとき
京都市下京区 飲食業 FIKA花屋町
京都市下京区 飲食業 ヴィ・ド・フランス　京都駅ビル専門店街　ザ・キューブ店
京都市下京区 飲食業 牛たん　伊之助　京都駅ビル専門店街　ザ・キューブ店
京都市下京区 飲食業 お食事処　上田
京都市下京区 飲食業 喫茶　喜多西
京都市下京区 飲食業 京都　錦わらい　京都駅ビル専門店街　ザ・キューブ店
京都市下京区 飲食業 京都ことこと　京都駅ビル専門店街　ザ・キューブ店
京都市下京区 飲食業 京料理　栄寿庵　京都駅ビル専門店街　ザ・キューブ店
京都市下京区 飲食業 先斗上ル　京都駅ビル専門店街　ザ・キューブ店
京都市下京区 飲食業 旬菜　天ぷら　有馬
京都市下京区 飲食業 名代とんかつ　かつくら　京都駅ビル専門店街　ザ・キューブ店
京都市下京区 飲食業 八丁味處　串の坊　京都駅ビル専門店街　ザ・キューブ店
京都市下京区 飲食業 丸勝ラーメン
京都市下京区 飲食業 寿司処　喜与丸　大丸京都店
京都市下京区 飲食業 BROGLD
京都市下京区 飲食業 GOOD TIME COFFEE
京都市下京区 飲食業 お福
京都市下京区 飲食業 カマル
京都市下京区 飲食業 ボッカ　デル　ヴィーノ
京都市下京区 飲食業 京都拉麺信長
京都市下京区 飲食業 きう
京都市下京区 飲食業 喫茶ソワレ
京都市下京区 飲食業 鹿の子
京都市下京区 飲食業 ジョイフル文蛾
京都市下京区 飲食業 チュクップ カフェ
京都市下京区 飲食業 とり伊
京都市下京区 飲食業 喫茶　そら
京都市下京区 飲食業 蔵倉
京都市下京区 飲食業 牛しゃぶ牛すき食べ放題　但馬屋　四条河原町店
京都市下京区 飲食業 人の味舌の味ふくざわ
京都市下京区 飲食業 先斗町いづもや
京都市下京区 飲食業 炭火炉端　イコール
京都市下京区 飲食業 天下鳥　四条新町店
京都市下京区 飲食業 天婦羅処京林泉　
京都市下京区 飲食業 じじばば
京都市下京区 飲食業 じじばばDOS
京都市下京区 飲食業 じじばば第三酒場
京都市下京区 飲食業 YEBISU BAR （ヱビスバー）京都ヨドバシ店
京都市下京区 飲食業 ボン
京都市下京区 飲食業 十彩×タニタカフェ
京都市下京区 飲食業 清史
京都市下京区 飲食業 中国料理『六本木樓外樓』
京都市下京区 飲食業 葱や平吉 はなれ西木屋町店
京都市下京区 飲食業 葱や平吉 高瀬川店
京都市下京区 飲食業 TOILO×TANITA CAFE
京都市下京区 飲食業 アマーレ京都
京都市下京区 飲食業 お好み焼　おこ山
京都市下京区 飲食業 ラーメン京龍
京都市下京区 飲食業 綾ふや
京都市下京区 飲食業 伊勢屋
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京都市下京区 飲食業 高木珈琲　烏丸店
京都市下京区 飲食業 高木珈琲　高辻本店
京都市下京区 飲食業 焼肉の文屋
京都市下京区 飲食業 南屋韓国食堂
京都市下京区 飲食業 文屋　西八条店
京都市下京区 飲食業 洛一居
京都市下京区 飲食業 イルキャンティ四条室町店
京都市下京区 飲食業 エール新町
京都市下京区 飲食業 スパイスチャンバー
京都市下京区 飲食業 タリーズコーヒー　ホテルユニゾ京都四条烏丸店
京都市下京区 飲食業 DAVADA COFFEE&RECORDS
京都市下京区 飲食業 dernier-bar
京都市下京区 飲食業 premier-bar
京都市下京区 飲食業 うま辛屋 大宮本店
京都市下京区 飲食業 カフェ　ポポロ
京都市下京区 飲食業 スーパードライルネサンス
京都市下京区 飲食業 京料理　木乃婦
京都市下京区 飲食業 旬鮮だいにんぐ天狗　京都四条通店
京都市下京区 飲食業 焼肉ダイスケ
京都市下京区 飲食業 茶瑠 CHALYU
京都市下京区 飲食業 Dish&Soul　株式会社
京都市下京区 飲食業 HUB四条烏丸店
京都市下京区 飲食業 うを藤
京都市下京区 飲食業 京色本店
京都市下京区 飲食業 有限会社蔵倉
京都市下京区 飲食業 食堂デイズ
京都市下京区 飲食業 乙文
京都市下京区 飲食業 東急ホテル
京都市下京区 飲食業 豆腐と湯葉の店　さくら茶屋
京都市下京区 飲食業 キンカーオ
京都市下京区 飲食業 バーンリムナーム
京都市下京区 飲食業 ワインのための煮込料理研究所　NIKOLABO(二コラボ）
京都市下京区 飲食業 タリーズコーヒー四条烏丸京都三井ビル店
京都市下京区 飲食業 てんご
京都市下京区 飲食業 どんぐり京都駅・東店
京都市下京区 飲食業 どんぐり京都駅前店
京都市下京区 飲食業 どんぐり四条寺町店
京都市下京区 飲食業 やきとり大吉堀川高辻店
京都市下京区 飲食業 リベラ
京都市下京区 飲食業 御料理 辰むら
京都市下京区 飲食業 鳥せい京都タワーサンド店
京都市下京区 飲食業 鳥貴族　京都七条店
京都市下京区 飲食業 Gottie's BEEF
京都市下京区 飲食業 NICKSTOCK 京都リサーチパーク店
京都市下京区 飲食業 お数家いしかわ
京都市下京区 飲食業 ココロ　
京都市下京区 飲食業 とさか
京都市下京区 飲食業 ベジテジや 四条烏丸店
京都市下京区 飲食業 ベジテジや 四条木屋町店
京都市下京区 飲食業 京都勝牛
京都市下京区 飲食業 四条御旅町田ごと本店
京都市下京区 飲食業 先斗入ル　四条河原町本店
京都市下京区 飲食業 鳥せゑ四条木屋町店
京都市下京区 飲食業 HAMBURG LABO　四条西洞院
京都市下京区 飲食業 YUGEN
京都市下京区 飲食業 イカリヤ３６５
京都市下京区 飲食業 イカリヤコーヒー
京都市下京区 飲食業 イカリヤプチ
京都市下京区 飲食業 イカリヤ食堂
京都市下京区 飲食業 いづ源
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京都市下京区 飲食業 どんぐり四条烏丸店
京都市下京区 飲食業 どんぐり四条大宮店
京都市下京区 飲食業 ひとり焼肉やる気　四条通り店
京都市下京区 飲食業 焼肉やる気　京都駅前店
京都市下京区 飲食業 鉄板ダイニング祭
京都市下京区 飲食業 肉バル銀次郎　京都駅前東店
京都市下京区 飲食業 風月CLASSIC京都
京都市下京区 飲食業 Gottie's　BEEF　京都タワー店
京都市下京区 飲食業 NICKSTOCK　京都リサーチ店
京都市下京区 飲食業 京都勝牛　京都駅前店
京都市下京区 飲食業 京都勝牛　京都ヨドバシ店
京都市下京区 飲食業 バルagiyao
京都市下京区 飲食業 京都季鶏屋
京都市下京区 飲食業 KANRA LOUNGE 
京都市下京区 飲食業 Restaurant hidamarino
京都市下京区 飲食業 THE KITCHEN KANRA 
京都市下京区 飲食業 あかまる離れ
京都市下京区 飲食業 ウメ子の家　四条河原町店
京都市下京区 飲食業 ステーキハウス　听　四条河原町店
京都市下京区 飲食業 楽蔵・鮮や一夜　四条河原町店
京都市下京区 飲食業 京を味わう個室空間 うぐいす
京都市下京区 飲食業 京甚兵衛
京都市下京区 飲食業 京都酒場　あかまる
京都市下京区 飲食業 御料理 いはら田
京都市下京区 飲食業 熟成焼肉　听　京都駅前店
京都市下京区 飲食業 鮮や一夜　ラクエ四条烏丸店
京都市下京区 飲食業 炭火どり
京都市下京区 飲食業 鉄板料理 花六 
京都市下京区 飲食業 有限会社仲井　由兵衛
京都市下京区 飲食業 佛沙羅館
京都市下京区 飲食業 ニッチィ
京都市下京区 飲食業 むつの家
京都市下京区 飲食業 ワイン＆お野菜バル　ベジバル
京都市下京区 飲食業 酒楽　天
京都市下京区 飲食業 びすとろ家京都駅前店
京都市下京区 飲食業 りょうりや季
京都市下京区 飲食業 りょうりや御旅屋
京都市下京区 飲食業 楽蔵うたげ家京都駅前店
京都市下京区 飲食業 居酒屋ニューエビスノ
京都市下京区 飲食業 居酒屋ニューシンマチ
京都市下京区 飲食業 居酒屋ニュー烏丸
京都市下京区 飲食業 京町しずく京都駅前店
京都市下京区 飲食業 焼肉ホルモン　ニューみよし本店
京都市下京区 飲食業 鮮や一夜京都駅前店
京都市下京区 飲食業 中華そば　アサヒ製麺
京都市下京区 飲食業 Craft Beer and Pizza 100k
京都市下京区 飲食業 焼肉庵　兆
京都市下京区 飲食業 中野屋らーめん　THE JIRO　京都駅前店
京都市下京区 飲食業 珉珉　四条店
京都市下京区 飲食業 アモーレ木屋町　京都
京都市下京区 飲食業 京都さしみ丸
京都市下京区 飲食業 スコルピオーネ吉右　京都
京都市下京区 飲食業 手作り洋食の店ぱ・らんて
京都市下京区 飲食業 ふうふうてい
京都市下京区 飲食業 ヱビスバー京都ヨドバシ店
京都市下京区 飲食業 銀座ライオン　京都四条烏丸店
京都市下京区 飲食業 焼肉ほしぞら
京都市下京区 飲食業 熱帯食堂　四条河原町店
京都市下京区 飲食業 美好園茶舗
京都市下京区 飲食業 麺屋 猪一
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京都市下京区 飲食業 麺屋 猪一 離れ
京都市下京区 飲食業 和栗専門 紗織
京都市下京区 飲食業 イノダコーヒ　ポルタ支店
京都市下京区 飲食業 イノダコーヒ　四条支店
京都市下京区 飲食業 イノダコーヒ　八条口支店
京都市下京区 飲食業 くろちく　龍谷ミュージアムショップ＆カフェ
京都市下京区 飲食業 じゅうじゅう　テラマチ
京都市下京区 飲食業 総本家　ゑびや
京都市下京区 飲食業 馳走　陽雅
京都市下京区 飲食業 りらく
京都市下京区 飲食業 株式会社 京都 清華園
京都市下京区 飲食業 牛禅　京都四条烏丸店
京都市下京区 飲食業 京都 中華料理 清華園
京都市下京区 飲食業 京都 中華料理 清華園タワーサンド店
京都市下京区 飲食業 月彩
京都市下京区 飲食業 僧伽小野　京都浄教寺
京都市下京区 飲食業 創作料亭出雲
京都市下京区 飲食業 町屋四川　星月夜
京都市下京区 飲食業 百味飲食
京都市下京区 飲食業 龍谷大学 龍谷ミュージアム
京都市下京区 飲食業 和楽味いしまる
京都市下京区 飲食業 和美処　互
京都市下京区 飲食業 the MUROMACHI BAKERY
京都市下京区 飲食業 カレーハウスココ壱番屋烏丸五条店
京都市下京区 飲食業 観音山フルーツパーラー京都店
京都市下京区 飲食業 京の都庄や　烏丸七条店
京都市下京区 飲食業 謹製☆鶏から　チョアチキン　レモンサワー酒場　ハリウッド
京都市下京区 飲食業 玻璃
京都市下京区 飲食業 トラットリアM京都
京都市下京区 飲食業 barORU
京都市下京区 飲食業 Luxury Lounge a55
京都市下京区 飲食業 Ｍａｄｏｇｉｗａ　ｃａｆｅ339
京都市下京区 飲食業 ＰＡＮＣＡＫＥ　ＲＯＯＭ　京都タワーサンド店
京都市下京区 飲食業 ROLLY'S ROLL ICE CREAM KYOTO 京都タワーサンド店
京都市下京区 飲食業 京鴨＆有機野菜SANTE
京都市下京区 飲食業 京のむすびめ
京都市下京区 飲食業 こなな
京都市下京区 飲食業 コメダ珈琲店　四条大宮店
京都市下京区 飲食業 コメダ珈琲店　西大路八条店
京都市下京区 飲食業 だるまときんぎょ 
京都市下京区 飲食業 鍋小屋　宝蔵
京都市下京区 飲食業 バーベキューコート339
京都市下京区 飲食業 広島鉄板　叶夢
京都市下京区 飲食業 焼肉トラジ 京都店
京都市下京区 飲食業 天ぷら だるきん
京都市下京区 飲食業 抹茶共和国 京都タワーサンド店
京都市下京区 飲食業 抹茶共和国 四条河原町店
京都市下京区 飲食業 Boulangerie  Rauk
京都市下京区 飲食業 El Rincon     
京都市下京区 飲食業 Pearl
京都市下京区 飲食業 PUCCIRO
京都市下京区 飲食業 アンノウン食堂
京都市下京区 飲食業 カラオケ喫茶　エミリン
京都市下京区 飲食業 クラフトマン
京都市下京区 飲食業 こおひい屋POOH
京都市下京区 飲食業 コメダ珈琲店　烏丸五条店
京都市下京区 飲食業 富小路ダイニング
京都市下京区 飲食業 株式会社 和ごころ泉
京都市下京区 飲食業 株式会社マーベリック・barORU
京都市下京区 飲食業 cafe marble 仏光寺店
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京都市下京区 飲食業 えこひいき 四条木屋町店
京都市下京区 飲食業 とろ麦　京都ヨドバシ店
京都市下京区 飲食業 京風居酒屋楽庵
京都市下京区 飲食業 鶏居酒屋ごんじろ
京都市下京区 飲食業 三栄
京都市下京区 飲食業 AspergeBlanche 
京都市下京区 飲食業 Cafe Restaurant の輪
京都市下京区 飲食業 Sin -Dining＆Bar-
京都市下京区 飲食業 オステリア　尾崎
京都市下京区 飲食業 タピオカベリーズ
京都市下京区 飲食業 ヒイヅルcafe
京都市下京区 飲食業 ぼんぷ
京都市下京区 飲食業 高瀬川　槇
京都市下京区 飲食業 酒食堂 燦
京都市下京区 飲食業 焼鳥伸　五条七本松店
京都市下京区 飲食業 kiln
京都市下京区 飲食業 お好み焼き　町や。
京都市下京区 飲食業 さいか亭
京都市下京区 飲食業 タンメンと餃子　KIBARU
京都市下京区 飲食業 もりもり寿し 四条河原町店
京都市下京区 飲食業 ラーメン魁力屋　丹波口店
京都市下京区 飲食業 楽仙樓
京都市下京区 飲食業 草庵
京都市下京区 飲食業 しゃかりき京都タワーサンド店
京都市下京区 飲食業 地球屋
京都市下京区 飲食業 中国料理桃園亭
京都市下京区 飲食業 魏飯吉堂
京都市下京区 飲食業 京都七条焼肉酒場やまだるま
京都市下京区 飲食業 hana's green tea　四条室町店
京都市下京区 飲食業 ぎやまん
京都市下京区 飲食業 しゃかりき京都タワーサンド店(市川工業株式会社)
京都市下京区 飲食業 株式会社梅小路醗酵所
京都市下京区 飲食業 京都ラーメンきんざん
京都市下京区 飲食業 大衆居酒屋 呑福
京都市下京区 飲食業 public bar pepin
京都市下京区 飲食業 レストラン「アトールテラスカモガワ」
京都市下京区 飲食業 丸福
京都市下京区 飲食業 藁藁
京都市下京区 飲食業 オリックス水族館㈱　京野菜レストラン梅小路公園

京都市下京区 飲食業 ジュメル29
京都市下京区 飲食業 スシロー五条七本松店
京都市下京区 飲食業 フルーツパーラー　ヤオイソ
京都市下京区 飲食業 街かど屋　烏丸五条店
京都市下京区 飲食業 中華処楊
京都市下京区 飲食業 博多もつ鍋やまや四条烏丸店
京都市下京区 飲食業 GRILL　FOG
京都市下京区 飲食業 かのこ
京都市下京区 飲食業 みんなの囲酒家　むすび食堂
京都市下京区 飲食業 やよい軒四条烏丸店
京都市下京区 飲食業 ロッテリア　京都四条大宮店
京都市下京区 飲食業 鎌倉パスタ　京都ヨドバシ店
京都市下京区 飲食業 韓国屋台料理とナッコプセのお店ナム　京都駅本店

京都市下京区 飲食業 韓国屋台料理とナッコプセのお店ナム　四条烏丸店

京都市下京区 飲食業 京の焼肉処 弘　京都タワーサンド店
京都市下京区 飲食業 六条河原院　讃
京都市下京区 飲食業 Chocolatier Double Sept
京都市下京区 飲食業 株式会社　大関
京都市下京区 飲食業 居酒屋　まつ田
京都市下京区 飲食業 魚問屋ととや
京都市下京区 飲食業 京都御幸町Restaurant CAMERON
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京都市下京区 飲食業 杉
京都市下京区 飲食業 大将軍商事株式会社
京都市下京区 飲食業 おもてなしこまつ
京都市下京区 飲食業 焼肉大香園
京都市下京区 飲食業 喜多
京都市下京区 飲食業 市電カフェ
京都市下京区 飲食業 至庵
京都市下京区 飲食業 酉文
京都市下京区 飲食業 京都塩元帥
京都市下京区 飲食業 スターバックス　ＪＲ京都駅　新幹線中央口店
京都市下京区 飲食業 ふぐ茂
京都市下京区 飲食業 京町家 鴨ゝ 
京都市下京区 飲食業 AWOMB西木屋町
京都市下京区 飲食業 Restaurant ai
京都市下京区 飲食業 洋食　サフランサフラン
京都市下京区 飲食業 タリーズコーヒー＆TEA 京都タカシマヤ店
京都市下京区 飲食業 タリーズコーヒー京都四条烏丸店
京都市下京区 飲食業 タリーズコーヒー四条大宮店
京都市下京区 飲食業 ワイン ラクダ
京都市下京区 飲食業 ジュニア
京都市下京区 飲食業 すき家　烏丸七条店
京都市下京区 飲食業 モスバーガー五条七本松店
京都市下京区 飲食業 Bar Five　Star
京都市下京区 飲食業 シチリア料理　リカータ
京都市下京区 飲食業 ル･プチメック京都大丸店
京都市下京区 飲食業 ほたんち
京都市下京区 飲食業 ワインマルシェ
京都市下京区 飲食業 asipai KYOTO
京都市下京区 飲食業 MAKO SHOP
京都市下京区 飲食業 ToruCafe
京都市下京区 飲食業 株式会社Bianco
京都市下京区 飲食業 大起水産回転寿司　京都タワーサンド店
京都市下京区 飲食業 有限会社相生餅本店
京都市下京区 飲食業 Bianco
京都市下京区 飲食業 Crafthouse kyoto
京都市下京区 飲食業 馳どり屋　烏丸五条店
京都市下京区 飲食業 さば料理専門店SABAR
京都市下京区 飲食業 カレーハウスCOCO壱番屋　下京区四条河原町店
京都市下京区 飲食業 ジョイント・ほっと
京都市下京区 飲食業 なか卯　烏丸高辻店
京都市下京区 飲食業 なか卯　河原町五条店
京都市下京区 飲食業 なか卯　七条新町店
京都市下京区 飲食業 松粂
京都市下京区 飲食業 La mer giki
京都市下京区 飲食業 豊
京都市下京区 飲食業 雲の茶　仏光寺店
京都市下京区 飲食業 WIRED CAFE 京都ポルタ店
京都市下京区 飲食業 ごきらく（旧店名fleur）
京都市下京区 飲食業 ふくとん
京都市下京区 飲食業 モスバーガー四条河原町店
京都市下京区 飲食業 らーめん恵比朱
京都市下京区 飲食業 La Segunda Jolla
京都市下京区 飲食業 食堂バッキー＆BAR KIYO
京都市下京区 飲食業 炭焼極
京都市下京区 飲食業 D&DEPARTMENT　ｄ食堂京都
京都市下京区 飲食業 タンドリマハル
京都市下京区 飲食業 京のお食事処おばんざいと串揚げまい㐂
京都市下京区 飲食業 焼肉　金太郎
京都市下京区 飲食業 寺子屋
京都市下京区 飲食業 中村商店　京都拉麺小路店
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京都市下京区 飲食業 びっくりドンキー千本五条店
京都市下京区 飲食業 松屋　四条大宮駅前店
京都市下京区 飲食業 松屋　四条烏丸店
京都市下京区 飲食業 チファジャ京都駅前店
京都市下京区 飲食業 ラーメン魁力屋　堀川五条店
京都市下京区 飲食業 京都レストランバス
京都市下京区 飲食業 WILLER EXPRESS株式会社　京都レストランバス
京都市下京区 飲食業 喫茶上る
京都市下京区 飲食業 有限会社　Ｓｌｏｗｌｙ
京都市下京区 飲食業 餃々四条河原町店
京都市下京区 飲食業 鳥せい　清水店
京都市下京区 飲食業 魚河岸　宮武
京都市下京区 飲食業 灯商店
京都市下京区 飲食業 Kaikado café
京都市下京区 飲食業 燕来房
京都市下京区 飲食業 そのうちcafeSNC
京都市下京区 飲食業 マールカフェ
京都市下京区 飲食業 石清
京都市下京区 飲食業 炙り酒場　花火
京都市下京区 飲食業 新鮮野菜のお食事処ほんまもん
京都市下京区 飲食業 こりょうりたか屋
京都市下京区 飲食業 ばうわう
京都市下京区 飲食業 純豆腐太閤
京都市下京区 飲食業 門
京都市下京区 飲食業 BAR　あざみ
京都市下京区 飲食業 Koreco
京都市下京区 飲食業 居酒屋　いつらく
京都市下京区 飲食業 うふふBis
京都市下京区 飲食業 炭火やきとり　円羽
京都市下京区 飲食業 醸造庭
京都市下京区 飲食業 中華ひさご
京都市下京区 飲食業 菜ノ菜
京都市下京区 飲食業 お酒の美術館　四条室町店
京都市下京区 飲食業 お酒の美術館　京都駅前店
京都市下京区 飲食業 お酒の美術館　四条高瀬川店
京都市下京区 飲食業 Hachi
京都市下京区 飲食業 ６７DINER
京都市下京区 飲食業 赤星
京都市下京区 飲食業 moonwalk四条木屋町店
京都市下京区 飲食業 魚々鶏夜
京都市下京区 飲食業 pettirosso
京都市下京区 飲食業 なごみ煉烏丸
京都市下京区 飲食業 相撲茶屋 和-NAGOMI-
京都市下京区 飲食業 KAO
京都市下京区 飲食業 raicha Spice Cafe Restaurant
京都市下京区 飲食業 塩小路カフェ
京都市下京区 飲食業 熟成ハンバーグ　听　マルイ店
京都市下京区 飲食業 麩屋町　いつらく
京都市下京区 飲食業 ちゃぶ屋とんこつらぁ麺CHABUTON京都ヨドバシ店
京都市下京区 飲食業 七笑
京都市下京区 飲食業 牛澤串吉
京都市下京区 飲食業 Cafe bar NORD°
京都市下京区 飲食業 ビストロセー
京都市下京区 飲食業 リンク　京都タワーサンド店
京都市下京区 飲食業 山本まんぼ
京都市下京区 飲食業 もしも屋
京都市下京区 飲食業 BUNGALOW
京都市下京区 飲食業 USAGI
京都市下京区 飲食業 ＮＥＷ大宝ラーメン　中央市場店
京都市下京区 飲食業 ポポラーレ
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京都市下京区 飲食業 バーアイランド
京都市下京区 飲食業 ミニバー
京都市下京区 飲食業 マジックアワー
京都市下京区 飲食業 えんじゅ京都リサーチパーク店
京都市下京区 飲食業 韓国料理シゴル七条店
京都市下京区 飲食業 NIKOLABO
京都市下京区 飲食業 特撰和牛焼肉としゃぶしゃぶ一寸法師エミオン京都店
京都市下京区 飲食業 5star 
京都市下京区 飲食業 立ち呑み　庶民　大宮店
京都市下京区 飲食業 京都たこ壱　四条油小路店
京都市下京区 飲食業 TAKAYAMA
京都市下京区 飲食業 華乃舞
京都市下京区 飲食業 バールデルノンノ
京都市下京区 飲食業 cafe & bar yama
京都市下京区 飲食業 粋花KYK　京都店
京都市下京区 飲食業 お食事処　おやこや
京都市下京区 飲食業 キッチンよし田
京都市下京区 飲食業 とんかつKYK
京都市下京区 飲食業 京町スタンド 若旦那
京都市下京区 飲食業 若松家酒店
京都市下京区 飲食業 大衆酒場こうじゑん
京都市下京区 飲食業 立呑ナカヨク
京都市下京区 飲食業 立呑み いなせや
京都市下京区 飲食業 Bar藤波
京都市下京区 飲食業 Polly's labo 
京都市下京区 飲食業 つくもうどん塩小路本店
京都市下京区 飲食業 にこみ屋　六軒
京都市下京区 飲食業 むろまち加地
京都市下京区 飲食業 風見家
京都市下京区 飲食業 夜めしやきみ
京都市下京区 飲食業  居酒屋　海鮮
京都市下京区 飲食業 BAR Kingdom
京都市下京区 飲食業 ＢＡＲ　ＫＯＫＯＭＯ
京都市下京区 飲食業 barRAW LIFE0009
京都市下京区 飲食業 bubblegum.
京都市下京区 飲食業 BUONAGIO
京都市下京区 飲食業 kanna.
京都市下京区 飲食業 pacifica/IRO
京都市下京区 飲食業 Turquoise Bar
京都市下京区 飲食業 沖縄居酒屋　南風
京都市下京区 飲食業 おばんざい　八重　
京都市下京区 飲食業 カラオケスナックレモン
京都市下京区 飲食業 京都　はな串
京都市下京区 飲食業 きんざん
京都市下京区 飲食業 くしかつ処　はな串
京都市下京区 飲食業 串焼き串カツ処　どんどん
京都市下京区 飲食業 バー・ブー
京都市下京区 飲食業 ６坪邸
京都市下京区 飲食業 松原リタン
京都市下京区 飲食業 ドラペ
京都市下京区 飲食業 バー　シェーブル
京都市下京区 飲食業 やきとり大西
京都市下京区 飲食業 ラウンジ　スィートメモリー
京都市下京区 飲食業 磯焼き若たけ
京都市下京区 飲食業 牛トキドキ猪鹿蝶
京都市下京区 飲食業 菜食料理エッフェ
京都市下京区 飲食業 炭火焼薫
京都市下京区 飲食業 都そば　四条店
京都市下京区 飲食業 日本ワインとおでんフジヤマ
京都市下京区 飲食業 望処 大原家
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京都市下京区 飲食業 本家第一旭本店
京都市下京区 飲食業 Brique
京都市下京区 飲食業 KoreanDiningAYAN
京都市下京区 飲食業 matatabi
京都市下京区 飲食業 matatabi離
京都市下京区 飲食業 SS
京都市下京区 飲食業 祇をん　凪
京都市下京区 飲食業 むすび
京都市下京区 飲食業 焼肉　仁
京都市下京区 飲食業 ラーメン日本一
京都市下京区 飲食業 雅々 masa-masa
京都市下京区 飲食業 京都串処  Julia
京都市下京区 飲食業 京都市下京区波止土濃町363  「えんや」
京都市下京区 飲食業 中華ダイニング縁
京都市下京区 飲食業 中国魚菜館 天
京都市下京区 飲食業 和家
京都市下京区 飲食業 Lounge 女優
京都市下京区 飲食業 TORIYAKI凰鶏
京都市下京区 飲食業 アルバーチョチャイナ
京都市下京区 飲食業 イザカヤさんまる
京都市下京区 飲食業 らーめん日本一
京都市下京区 飲食業 café & bar yama
京都市下京区 飲食業 おばんざいみつ
京都市下京区 飲食業 魚と焼　参五八
京都市下京区 飲食業 ステーキグリル葵
京都市下京区 飲食業 そば工房　ほへと
京都市下京区 飲食業 なか栄
京都市下京区 飲食業 フレンチバード
京都市下京区 飲食業 螢
京都市下京区 飲食業 横浜天下鳥　烏丸五条店
京都市下京区 飲食業 割烹　久久
京都市下京区 飲食業 魚魚丸
京都市下京区 飲食業 肴と和の隠れ家　神兵衛
京都市下京区 飲食業 中国料理　志成園
京都市下京区 飲食業 老香港酒家京都
京都市下京区 飲食業 串揚家　串ん
京都市下京区 飲食業 カキ小屋フィーバー西大路七条店
京都市下京区 飲食業 BAR渡
京都市下京区 飲食業 Kitchen Papa's
京都市下京区 飲食業 Lunch Papa's
京都市下京区 飲食業 OVAN
京都市下京区 飲食業 raicha Spice Café Restaurant
京都市下京区 飲食業 新宿めんや風花
京都市下京区 飲食業 萬福
京都市下京区 飲食業 七栄鮨
京都市下京区 飲食業 焼肉 牛トキドキ猪鹿蝶
京都市下京区 飲食業 そらうで
京都市下京区 飲食業 中華料理雲海
京都市下京区 飲食業 味どころしん
京都市下京区 飲食業 有限会社和心采菜
京都市下京区 飲食業 ERUTAN　RESTAURANT/BAR
京都市下京区 飲食業 Garden京都駅前店
京都市下京区 飲食業 Gin-yuba京都堀川店
京都市下京区 飲食業 Mars - Next
京都市下京区 飲食業 Mars Café
京都市下京区 飲食業 RAJU　丹波口店
京都市下京区 飲食業 スナック　バロン
京都市下京区 飲食業 なごみ
京都市下京区 飲食業 丸萬
京都市下京区 飲食業 韓国バルジュニア
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京都市下京区 飲食業 喜人来人
京都市下京区 飲食業 湯どうふ　喜幸
京都市下京区 飲食業 笹寿し　伍十
京都市下京区 飲食業 ANNIE HALL BAR
京都市下京区 飲食業 WINEBARmarco
京都市下京区 飲食業 えんや
京都市下京区 飲食業 きんせ旅館
京都市下京区 飲食業 ちょっといっぷく八八
京都市下京区 飲食業 焔藏　京都四条高倉店
京都市下京区 飲食業 喫茶テン
京都市下京区 飲食業 天ぷら海鮮市番　ラッキー餃子センター
京都市下京区 飲食業 お好み焼きカメちゃん
京都市下京区 飲食業 ホールフードカフェ　アプリボワゼ
京都市下京区 飲食業 Unir 京都店
京都市下京区 飲食業 アイサニ
京都市下京区 飲食業 炭焼やきとり一番五条大宮店
京都市下京区 飲食業 たかはし
京都市下京区 飲食業 へんこつ
京都市下京区 飲食業 光月
京都市下京区 飲食業 カルド
京都市下京区 飲食業 たまや
京都市下京区 飲食業 ももてる
京都市下京区 飲食業 ＪＡＺＺ ＩＮ ろくでなし
京都市下京区 飲食業 ダーツカフェガーデン京都
京都市下京区 飲食業 ブルームコーヒー
京都市下京区 飲食業 バーヘブン
京都市下京区 飲食業 有限会社　笑い屋
京都市下京区 飲食業 栄喜知
京都市下京区 飲食業 あっぱれや
京都市下京区 飲食業 元祖熟成細麺　香来　中央市場店
京都市下京区 飲食業 魚肴屋 だいしめ
京都市下京区 飲食業 キラメキノ青空
京都市下京区 飲食業 七輪焼ＫＡＮＥＫＯ
京都市下京区 飲食業 ロックストック
京都市下京区 飲食業 八千代
京都市下京区 飲食業 アンティーブ
京都市下京区 飲食業 Pur-sang
京都市下京区 飲食業 玉子とお酒とときどきワイン　たまこ
京都市下京区 飲食業 株式会社心技体
京都市下京区 飲食業 Whole Deli
京都市下京区 飲食業 カフェ セルジュ
京都市下京区 飲食業 お好み焼　幸
京都市下京区 飲食業 Cafe Yoshiko
京都市下京区 飲食業 たか橋
京都市下京区 飲食業 Café FREE
京都市下京区 飲食業 焼肉　ＳＥＶＥＮ
京都市下京区 飲食業 和食晴ル
京都市下京区 飲食業 熙怡 kii
京都市下京区 飲食業 チャオチャオ四条河原町店
京都市下京区 飲食業 権八
京都市下京区 飲食業 BOMBAR
京都市下京区 飲食業 すなっく智
京都市下京区 飲食業 Café Club Bar BLACK Wave
京都市下京区 飲食業 おばんざい　千草
京都市下京区 飲食業 京豆冨　不二乃
京都市下京区 飲食業 Bar Sana
京都市下京区 飲食業 鳥彌三
京都市下京区 飲食業 御多福珈琲
京都市下京区 飲食業 京料理 うお秀
京都市下京区 飲食業 めん処　まるきょう
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京都市下京区 飲食業 鉄板バーブ RUN Mっつん 高瀬川店
京都市下京区 飲食業 鉄板バーブ RUN Mっつん 松原店
京都市下京区 飲食業 ホリーズカフェ四条室町店
京都市下京区 飲食業 ホリーズカフェ河原町中央口店
京都市下京区 飲食業 麺対軒
京都市下京区 飲食業 ちろりん村
京都市下京区 飲食業 bar whatever
京都市下京区 飲食業 Bar Reloom
京都市下京区 飲食業 株式会社ビオスタイル
京都市下京区 飲食業 kitchen Bene
京都市下京区 飲食業 株式会社近鉄リテーリング
京都市下京区 飲食業 ホットショット
京都市下京区 飲食業 とん吉
京都市下京区 飲食業 新鮮野菜のお食事処ほんまもん(出張)
京都市下京区 飲食業 PERK COFFEE
京都市下京区 飲食業 京うまれごはん日和　四条西洞院店
京都市下京区 飲食業 立ち飲みしゃーぷ木屋町店
京都市下京区 飲食業 CAFE PARADISE GARAGE
京都市下京区 飲食業 雲の茶
京都市下京区 飲食業 MARUMARU 雲の茶 京都駅前店
京都市下京区 飲食業 MARUMARU 雲の茶 四条店
京都市下京区 飲食業 たかひとり
京都市下京区 飲食業 珈琲館　京都東本願寺前店
京都市下京区 飲食業 焼肉処真　西七条店
京都市下京区 飲食業 香の川製麺西大路七条店
京都市下京区 飲食業 籠目
京都市下京区 飲食業 京都　THE SHAKE
京都市下京区 飲食業 拳ラーメン
京都市下京区 飲食業 寿し喝
京都市下京区 飲食業 蛸若
京都市下京区 飲食業 蛸焼逸品　蛸若　京都七条
京都市下京区 飲食業 都雅都雅
京都市下京区 飲食業 KIMURA
京都市下京区 飲食業 だいあん
京都市下京区 飲食業 祇園楼蘭
京都市下京区 飲食業 中華そば専門店 珍龍
京都市下京区 飲食業 グルメハウス あいかむ
京都市下京区 飲食業 ラウンジ KUREA
京都市下京区 飲食業 大龍亭
京都市下京区 飲食業 COMODO
京都市下京区 飲食業 新ばし
京都市下京区 飲食業 美智子
京都市下京区 飲食業 わかば
京都市下京区 飲食業 末富亭
京都市下京区 飲食業 居酒屋 権太
京都市下京区 飲食業 十条はやし 東寺店
京都市下京区 飲食業 あけ美
京都市下京区 飲食業 浜ちゃん
京都市下京区 飲食業 いずみ
京都市下京区 飲食業 今昔西村
京都市下京区 飲食業 有限会社新吾
京都市下京区 飲食業 佐和藤
京都市下京区 飲食業 わかば　お好み焼店
京都市下京区 飲食業 一祥瑞
京都市下京区 飲食業 ロリマー京都
京都市下京区 飲食業 シアトルズベストコーヒーAPAヴィラホテル京都駅前店
京都市下京区 飲食業 シアトルズベストコーヒー京都ヨドバシ店
京都市下京区 飲食業 きんぎょ
京都市下京区 飲食業 有限会社とみ寿司
京都市下京区 飲食業 お食事処九十九
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京都市下京区 飲食業 あうん
京都市下京区 飲食業 あおい
京都市下京区 飲食業 ガウチョ
京都市下京区 飲食業 ラウンジ　インフィニティ―
京都市下京区 飲食業 ラウンジ フレンド
京都市下京区 飲食業 BARCODE
京都市下京区 飲食業 桂寿司
京都市下京区 飲食業 どろや ぎをん店
京都市下京区 飲食業 広東旬菜 一僖
京都市下京区 飲食業 風庵
京都市下京区 飲食業 餃子屋 もり
京都市下京区 飲食業 桝富
京都市下京区 飲食業 カレー屋 グーゴル
京都市下京区 飲食業 くずしよしよし
京都市下京区 飲食業 カラオケ喫茶ペック
京都市下京区 飲食業 ひまわり
京都市下京区 飲食業 ドトールコーヒーショップ京都四条通り店
京都市下京区 飲食業 ドトールコーヒーショップ京都四条通り北店
京都市下京区 飲食業 ドトールコーヒーショップ京都四条大橋店
京都市下京区 飲食業 エクセルシオールカフェ四条烏丸店
京都市下京区 飲食業 お料理若新
京都市下京区 飲食業 佐々木
京都市下京区 飲食業 台湾素食無垢京都河原町店
京都市下京区 飲食業 台湾小籠包　京都ヨドバシ店
京都市下京区 飲食業 あいば
京都市下京区 飲食業 NEW大宝　中央市場店
京都市下京区 飲食業 BNN
京都市下京区 飲食業 昭和風バー・レトロ
京都市下京区 飲食業 野の葡萄　ヴィアイン京都八条口店
京都市下京区 飲食業 株式会社阪急阪神ホテルズ 京都新阪急ホテル
京都市下京区 飲食業 きそぢ
京都市下京区 飲食業 葱や平吉　高瀬川
京都市下京区 飲食業 お好み焼　のんちゃん
京都市下京区 飲食業 とんかつ祥
京都市下京区 飲食業 シアトルズベストコーヒーヨドバシ京都店
京都市下京区 飲食業 シアトルズベストコーヒーアパホテル京都店
京都市下京区 飲食業 新食彩あかさき
京都市下京区 飲食業 TOMORI BAR
京都市下京区 飲食業 京ばぁむ　京都タワーサンド店
京都市下京区 飲食業 EGG BAR TAMAGO
京都市下京区 飲食業 ニャーベトナム　京都店
京都市下京区 飲食業 DRAGON  BURGER
京都市下京区 飲食業 TORI処萬端
京都市下京区 飲食業 有限会社 大恒
京都市下京区 飲食業 京平ラーメン
京都市下京区 飲食業 ぎをん川柳
京都市下京区 飲食業 リンゴハウス双葉
京都市下京区 飲食業 pongee's Table
京都市下京区 飲食業 有限会社　こまつ・ホームバー万里子
京都市下京区 飲食業 京料理 和山
京都市下京区 飲食業 レストラン辻川東店
京都市下京区 飲食業 有限会社　吉村工務店・焼き菓子　日はうたう
京都市下京区 飲食業 ロッテリア　洛南イオン店
京都市下京区 飲食業 株式会社　ゼンショク
京都市下京区 飲食業 洋食の店 辰五郎
京都市下京区 飲食業 叙々苑游玄亭京都店
京都市下京区 飲食業 スターバックスコーヒーJR京都駅新幹線中央口店
京都市下京区 飲食業 スターバックスコーヒーJR京都駅新幹線改札内店
京都市下京区 飲食業 おばん菜処　多加田
京都市下京区 飲食業 まんも庵
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京都市下京区 飲食業 京の中華　ハマムラ
京都市下京区 飲食業 Another C
京都市下京区 飲食業 焼肉　ホルモン　てっぽー
京都市下京区 飲食業 有限会社　満亭
京都市下京区 飲食業 株式会社　鱧壱
京都市下京区 飲食業 Corno Rosso
京都市下京区 飲食業 京都鉄板たちばな
京都市下京区 飲食業 石垣果汁屋　京都四条河原町店
京都市下京区 飲食業 天よし
京都市下京区 飲食業 山玄茶
京都市下京区 飲食業 大坪屋彦七
京都市下京区 飲食業 割烹たいら
京都市下京区 飲食業 swingtop
京都市下京区 飲食業 カフェ キャツトウオーク
京都市下京区 飲食業 山なみ・山本ナミ子
京都市下京区 飲食業 ラーメン じゅげむ
京都市下京区 飲食業 cafe&restaurantTOYO
京都市下京区 飲食業 焼肉　伏見
京都市下京区 飲食業 レストランASA
京都市下京区 飲食業 割烹 てっ平
京都市下京区 飲食業 タイムチャージカフェウブド
京都市下京区 飲食業 ヴィドフランス京都店
京都市下京区 飲食業 デリフランス京都店
京都市下京区 飲食業 鶴橋風月　京都ヨドバシ店
京都市下京区 飲食業 お酒とお家ご飯橋本
京都市下京区 飲食業 肉食系手打ちうどん福来たる
京都市下京区 飲食業 古雅
京都市下京区 飲食業 志
京都市下京区 飲食業 白星飲食店
京都市下京区 飲食業 旨いもん処 居酒屋 虎々屋
京都市下京区 飲食業 有限会社 井傳
京都市下京区 飲食業 みむらや
京都市下京区 飲食業 わこん
京都市下京区 飲食業 種嘉商店
京都市下京区 飲食業 スナック シークレット
京都市下京区 飲食業 ラーメン勝鞍
京都市下京区 飲食業 TIME
京都市下京区 飲食業 雪灯
京都市下京区 飲食業 歌なかま
京都市下京区 飲食業 喫茶　ロンド
京都市下京区 飲食業 台湾料理台北城
京都市下京区 飲食業 鴨川畔   佐々木
京都市下京区 飲食業 Time Charge Cafe＆BAR Ubud
京都市下京区 飲食業 株式会社クオリタス・ホスピタリティー・アドバイザーズ
京都市下京区 飲食業 株式会社フォルティッシモ
京都市下京区 飲食業 フランキーパート1
京都市下京区 飲食業 山田亜希（ぎをん川柳）
京都市下京区 飲食業 Bar Room
京都市下京区 飲食業 芙蓉苑火鍋城京都店
京都市下京区 飲食業 サイゼリヤ 京都四条烏丸店
京都市下京区 飲食業 サイゼリヤ 四条河原町駅前店
京都市下京区 飲食業 ヴィ・ザ・ヴィ
京都市下京区 飲食業 そば処 永正亭
京都市下京区 飲食業 あふひ
京都市下京区 飲食業 ラーメン丸ぎゅ
京都市下京区 飲食業 錦水亭支店
京都市下京区 飲食業 BURLESQUE EATSPACE
京都市下京区 飲食業 BANKS
京都市下京区 飲食業 タイガー餃子会館　四条烏丸
京都市下京区 飲食業 一風堂 京都ポルタ店
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京都市下京区 飲食業 カラオケ＆フードバーkichi
京都市下京区 飲食業 Pace
京都市下京区 飲食業 ガネーシャ
京都市下京区 飲食業 まんまるか
京都市下京区 飲食業 純
京都市下京区 飲食業 Apartment
京都市下京区 飲食業 ジャパニーズアイス櫻花
京都市下京区 飲食業 月村
京都市下京区 飲食業 株式会社生きている珈琲
京都市下京区 飲食業 小籠包　包伸一
京都市下京区 飲食業 pool＆darts Ring
京都市下京区 飲食業 ﾒﾝﾊﾞｰｽﾞｻﾛﾝﾗﾒｰﾙ
京都市下京区 飲食業 和風　しんじょう
京都市下京区 飲食業 VIVA
京都市下京区 飲食業 Aliante
京都市下京区 飲食業 茶筅
京都市下京区 飲食業 DONBURI丼
京都市下京区 飲食業 Rumorせいこ
京都市下京区 飲食業 居酒屋 マンナム
京都市下京区 飲食業 フランソア喫茶室
京都市下京区 飲食業 &COFFEE MAISON KAYSER SUINA室町店
京都市下京区 飲食業 LIVE & SALON 夜想
京都市下京区 飲食業 しん華
京都市下京区 飲食業 ダイニング居酒屋nanana四条河原町店
京都市下京区 飲食業 和風肉料理　藤むら
京都市下京区 飲食業 アローツリーカラスマ
京都市下京区 飲食業 あぶりや四条河原町駅前店
京都市下京区 飲食業 Ｄｉｓｈ＆Ｓｏｕｌ株式会社
京都市下京区 飲食業 さち福や　SUINA室町
京都市下京区 飲食業 VELROSIER
京都市下京区 飲食業 鴨出汁中華そばROKU
京都市下京区 飲食業 京都いと
京都市下京区 飲食業 肉バル大樹
京都市下京区 飲食業 京都コンシェルジュサロン
京都市下京区 飲食業 バカボン
京都市下京区 飲食業 稲妻食堂
京都市下京区 飲食業 すたんどばぁ～　楽
京都市下京区 飲食業 BAR SYM
京都市下京区 飲食業 くるくる
京都市下京区 飲食業 中華美食店　中光園
京都市下京区 飲食業 るてん商店街
京都市下京区 飲食業 京都市下京区屋形町7-1市営住宅9棟108号
京都市下京区 飲食業 糸ちゃん
京都市下京区 飲食業 居酒屋　うお京
京都市下京区 サービス業 カドリエシトロニエ
京都市下京区 サービス業 fufu CLUB 京都サロン
京都市下京区 サービス業 Noism ekolu
京都市下京区 サービス業 PLATINUM　DOLL
京都市下京区 サービス業 Queen by noism
京都市下京区 サービス業 world order
京都市下京区 サービス業 world order 京都駅前店
京都市下京区 サービス業 株式会社ﾎﾃﾙﾌﾟﾘﾝｾｽ京都ギフトショップ和小路
京都市下京区 サービス業 株式会社ﾎﾃﾙﾌﾟﾘﾝｾｽ京都京セラｸﾚｻﾝﾍﾞｰﾙ京都店
京都市下京区 サービス業 株式会社ﾎﾃﾙﾌﾟﾘﾝｾｽ京都美容･ﾘﾗｸｾﾞｰｼｮﾝ　ﾛｲﾔﾙﾎﾞﾃﾞｨｺﾝｼｬ
京都市下京区 サービス業 フィオーレ京都サロン
京都市下京区 サービス業 株式会社ディスカス
京都市下京区 サービス業 株式会社ディスカス　アルファアカデミー
京都市下京区 サービス業 空鍼癒院
京都市下京区 サービス業 なかやま鍼灸整骨院
京都市下京区 サービス業 ビューティサロン　コケシ



ステッカー交付一覧（2021/02/19）
所在地（市区町村） 業種区分 店舗・事業所名

京都市下京区 サービス業 マーメイド
京都市下京区 サービス業 Charm京都八条口店
京都市下京区 サービス業 近畿日本ツーリスト京都駅店
京都市下京区 サービス業 しおん
京都市下京区 サービス業 Beauty＆Healing Porte
京都市下京区 サービス業 HOPPAからすま京都ホテル
京都市下京区 サービス業 KLA日本語教師養成講座京都校
京都市下京区 サービス業 nails SOLAGO
京都市下京区 サービス業 ROCAReTA FOR HAIR 四条大宮店
京都市下京区 サービス業 THE HOPPA ROYAL KIDS
京都市下京区 サービス業 ヨガスタジオTAMISA　七条鴨川スタジオ
京都市下京区 サービス業 株式会社 タウンホテル
京都市下京区 サービス業 株式会社バサラホールディングス
京都市下京区 サービス業 株式会社京都東急ホテル
京都市下京区 サービス業 株式会社近畿日本ツーリスト関西 京都四条営業所
京都市下京区 サービス業 京進スクール・ワン 京都駅前教室
京都市下京区 サービス業 京進スクール・ワン 四条烏丸教室
京都市下京区 サービス業 京進スクール・ワン 丹波口教室
京都市下京区 サービス業 京進ぷれわん 四条烏丸校
京都市下京区 サービス業 京進ランゲージアカデミー京都中央校
京都市下京区 サービス業 京進高等部　TOPΣ京進 京都駅前校
京都市下京区 サービス業 京進小中部 丹波口校
京都市下京区 サービス業 三葉観光社
京都市下京区 サービス業 旅館あづまや有限会社
京都市下京区 サービス業 ECC京都駅前校
京都市下京区 サービス業 Shampoo　京都四条店
京都市下京区 サービス業 アップルマインド京都店
京都市下京区 サービス業 アドスムム西大路店
京都市下京区 サービス業 ザ・キーポイントプロデュース
京都市下京区 サービス業 サロンひまつぶし
京都市下京区 サービス業 ジュニパーアジアンリゾート京都駅前店
京都市下京区 サービス業 じゅんか美粧院
京都市下京区 サービス業 バイオエステＢＴＢ　京都本店
京都市下京区 サービス業 美容室　サンローゼ
京都市下京区 サービス業 ワンステップ京都店
京都市下京区 サービス業 京都白寿館
京都市下京区 サービス業 税理士法人イデア
京都市下京区 サービス業 salon space 11
京都市下京区 サービス業 花魁体験studioあられ
京都市下京区 サービス業 カーブス四条大宮
京都市下京区 サービス業 ヘア・スタジオ　アライブ
京都市下京区 サービス業 誠の湯
京都市下京区 サービス業 株式会社ブリエ
京都市下京区 サービス業 株式会社東京リーガルマインド LEC京都駅前本校
京都市下京区 サービス業 有限会社Realstage
京都市下京区 サービス業 TAM　四条烏丸
京都市下京区 サービス業 ゴールフリー　四条烏丸教室
京都市下京区 サービス業 東進衛星予備校　京都駅前校
京都市下京区 サービス業 株式会社カセットミュージアム
京都市下京区 サービス業 株式会社クリエイトウエディング
京都市下京区 サービス業 株式会社花かんざし
京都市下京区 サービス業 株式会社東京リーガルマインド京都支社
京都市下京区 サービス業 リッチモンドホテルプレミア京都駅前
京都市下京区 サービス業 レンタサイクル京都みやび屋
京都市下京区 サービス業 株式会社桜花爛漫　京都高瀬川別邸　北館・南館
京都市下京区 サービス業 有限会社京都サイクリングツアープロジェクト
京都市下京区 サービス業 理容プラージュ四条大宮店
京都市下京区 サービス業 エスティ京都店
京都市下京区 サービス業 株式会社レア・パートナーズ　京都本社
京都市下京区 サービス業 ジェイエステティック 京都駅前店



ステッカー交付一覧（2021/02/19）
所在地（市区町村） 業種区分 店舗・事業所名

京都市下京区 サービス業 ジャパン・エコール・デ・アロマテラピー京都校
京都市下京区 サービス業 株式会社Ｌｕｎａ・Ｌｕｎａ本店
京都市下京区 サービス業 エイチエム四条河原町
京都市下京区 サービス業 カルド四条河原町
京都市下京区 サービス業 カルド四条大宮
京都市下京区 サービス業 足spa-Japan
京都市下京区 サービス業 （株）runO 
京都市下京区 サービス業 madern made
京都市下京区 サービス業 Spa Nursery Japan
京都市下京区 サービス業 ECC外語学院　四条烏丸校
京都市下京区 サービス業 ワタベウェディング　京都四条店
京都市下京区 サービス業 育毛専科理容ハシモト
京都市下京区 サービス業 ㈱カーニバル　カーニバルクリーニングコープ烏丸松原店
京都市下京区 サービス業 ㈱カーニバル　カーニバルクリーニング五条烏丸店
京都市下京区 サービス業 ㈱カーニバル　カーニバルクリーニング四条寺町店
京都市下京区 サービス業 ㈱カーニバル　カーニバルクリーニング四条西洞院町
京都市下京区 サービス業 ㈱カーニバル　カーニバルクリーニング堀川高辻店
京都市下京区 サービス業 ナチュラルビューティーラボ
京都市下京区 サービス業 お弁当　京ざんまい
京都市下京区 サービス業 デリカステーションコンコース
京都市下京区 サービス業 ベルリッツ京都駅前校
京都市下京区 サービス業 ベルリッツ京都四条校
京都市下京区 サービス業 Befine e-ha AVEDA
京都市下京区 サービス業 ちいさいおうち　　
京都市下京区 サービス業 ヘアサロンK's
京都市下京区 サービス業 もみの気ハウス　京都店
京都市下京区 サービス業 ISA京都駅前店
京都市下京区 サービス業 メルパルク京都
京都市下京区 サービス業 (有)氏政クリーニング店　氏政クリーニング島原店
京都市下京区 サービス業 味平
京都市下京区 サービス業 オートクチュールランコントレ　七条店
京都市下京区 サービス業 Brilliant
京都市下京区 サービス業 TAKAMI BRIDAL　　　
京都市下京区 サービス業 ホテルグランヴィア京都 写真室
京都市下京区 サービス業 京都駅前　ホワイトニングSYNESS
京都市下京区 サービス業 タイ古式マッサージ　コンケン
京都市下京区 サービス業 Beauty Salon Brilliant
京都市下京区 サービス業 一般財団法人　京都府中小企業診断協会
京都市下京区 サービス業 株式会社　Re Born
京都市下京区 サービス業 シャルール・ワン
京都市下京区 サービス業 阿部クリーニング店
京都市下京区 サービス業 庵an
京都市下京区 サービス業 OTOCONイベントラウンジ京都店
京都市下京区 サービス業 ハイリーファイブカフェ京都河原町店
京都市下京区 サービス業 ラフィネ　コトチカ四条駅店
京都市下京区 サービス業 ラフィネ　京都ヨドバシ店
京都市下京区 サービス業 株式会社エルエスティ京都本店
京都市下京区 サービス業 SALON　ＡＩＫＯ
京都市下京区 サービス業 ＴＡＩＫＯ－ＬＡＢ京都
京都市下京区 サービス業 丹庵
京都市下京区 サービス業 理容　シラエ
京都市下京区 サービス業 クリーニング サンクス 大宮五条サービスショップ
京都市下京区 サービス業 ツボタ　サンパツヤ
京都市下京区 サービス業 理容　ミナモト
京都市下京区 サービス業 カレーハウスココ壱番屋 京都四条大宮店
京都市下京区 サービス業 株式会社HOPPA
京都市下京区 サービス業 鍼灸Meridian烏丸
京都市下京区 サービス業 VASARA京都駅店
京都市下京区 サービス業 クリーニングキララ五条西洞院店
京都市下京区 サービス業 クリーニングキララ四条店



ステッカー交付一覧（2021/02/19）
所在地（市区町村） 業種区分 店舗・事業所名

京都市下京区 サービス業 クリーニングぴいぷる四条大宮店
京都市下京区 サービス業 マツダイノベーション株式会社
京都市下京区 サービス業 株式会社DPS ．
京都市下京区 サービス業 シーボン．フェイシャリストサロン京都店
京都市下京区 サービス業 バーバーコバヤシ
京都市下京区 サービス業 MORE
京都市下京区 サービス業 文化系フィットネスクラブ　脳ジム
京都市下京区 サービス業 Harmony of Joy
京都市下京区 サービス業 有限会社Ek
京都市下京区 サービス業 京都交通社
京都市下京区 サービス業 Harmony　of　Ｊｏｙ
京都市下京区 サービス業 和ら木　八条店
京都市下京区 サービス業 エステ・ステーション京都店
京都市下京区 サービス業 ラッキー美容室
京都市下京区 サービス業 サロン　ぱれっと
京都市下京区 サービス業 株式会社マーノコローレ
京都市下京区 サービス業 るぽるぽ北山駅自転車駐車場
京都市下京区 サービス業 BOZE　CAMERA
京都市下京区 サービス業 美容室　サルハー
京都市下京区 サービス業 俣野税理士事務所
京都市下京区 サービス業 えでん
京都市下京区 サービス業 堀村公認会計士事務所
京都市下京区 サービス業 喫茶ハットリー
京都市下京区 サービス業 加圧スタジオHome
京都市下京区 サービス業 UNKNOWN KYOTO
京都市下京区 サービス業 株式会社ティーエーシー　
京都市下京区 サービス業 鍼灸院　Glanz　四条寺町
京都市下京区 サービス業 むげん整骨院　四条寺町
京都市下京区 サービス業 むげん整骨院　四条烏丸
京都市下京区 サービス業 まつやま眼科
京都市下京区 サービス業 輪違屋
京都市下京区 サービス業 アイネックス税理士法人
京都市下京区 サービス業 リラクゼーションサロン　Boarat
京都市下京区 サービス業 サイクルショップエイリン 五条東洞院店
京都市下京区 サービス業 サイクルショップエイリン 丹波口店
京都市下京区 サービス業 スナック　バロン
京都市下京区 サービス業 ＮＩＯ税理士法人
京都市下京区 サービス業 AoRani
京都市下京区 サービス業 Rie Body Design Atelier
京都市下京区 サービス業 四条高倉大川クリニック
京都市下京区 サービス業 Pトーン有限会社
京都市下京区 サービス業 La mer giki
京都市下京区 サービス業 長谷川博一行政書士事務所
京都市下京区 サービス業 個別指導　学進館　丹波口校
京都市下京区 サービス業 北川篤税理士事務所
京都市下京区 サービス業 サロンTaiyou
京都市下京区 サービス業 株式会社リバースイートキョウト・リバースイート京都鴨川迎賓館
京都市下京区 サービス業 理容タナカ
京都市下京区 サービス業 ヴィンセント
京都市下京区 サービス業 VIDA整体院
京都市下京区 サービス業 彩鍼灸院
京都市下京区 サービス業 骨盤therapy京都駅前
京都市下京区 サービス業 京都市下京区七条御所ノ内本町100
京都市下京区 サービス業 はちじょう鍼灸整骨院
京都市下京区 サービス業 株式会社 ゼネラル・サービス
京都市下京区 サービス業 ｇｒｅｅｎ
京都市下京区 サービス業 ヘアーサロンｂｌｏｏｍ
京都市下京区 サービス業 ミストエステゆう
京都市下京区 サービス業 猪飼針灸
京都市下京区 サービス業 京都脳梗塞リハビリセンター　丹波口



ステッカー交付一覧（2021/02/19）
所在地（市区町村） 業種区分 店舗・事業所名

京都市下京区 サービス業 株式会社ＴＳＵＮＡＧＡＲＵ
京都市下京区 サービス業 コワーキングスペースドットマル
京都市下京区 サービス業 BURLESQUE EATSPACE
京都市下京区 サービス業 株式会社美津和商会
京都市下京区 サービス業 八十八騎合同会社
京都市下京区 サービス業 京都華かざり　京都駅前店
京都市下京区 サービス業 Le blanc
京都市下京区 サービス業 からすま京都ホテル写真室
京都市下京区 娯楽業 京よしの
京都市下京区 娯楽業 カラオケ館　京都丹波口店
京都市下京区 娯楽業 舞
京都市下京区 娯楽業 ビックディッパー京都駅前店
京都市下京区 娯楽業 磔磔
京都市下京区 娯楽業 Ichiまっさーじ屋
京都市下京区 娯楽業 リンクナチュラルジャパン株式会社
京都市下京区 娯楽業 ベニス京都店
京都市下京区 娯楽業 ときじく
京都市下京区 娯楽業 レンタサイクル風音
京都市下京区 娯楽業 美好園茶舗
京都市下京区 娯楽業 京都正絹きものレンタル京華
京都市下京区 娯楽業 コアマックス烏丸仏光寺店
京都市下京区 娯楽業 ふじや
京都市下京区 娯楽業 NINJA DOJO and STORE
京都市下京区 その他 有限会社矢尾治
京都市下京区 その他 株式会社ｼﾞｪｲｱｰﾙ西日本ﾎﾃﾙ開発稲寿殿
京都市下京区 その他 一般社団法人京都知恵産業創造の森
京都市下京区 その他 ジャパン アイラッシュ カンパニー Enchante
京都市下京区 その他 セントラルキッチン本社
京都市下京区 その他 ビックエコー京都駅前烏丸口店
京都市下京区 その他 ビックエコー京都駅前店
京都市下京区 その他 ビックエコー京都七條店
京都市下京区 その他 京なび
京都市下京区 その他 京都府自転車軽自動車商協同組合
京都市下京区 その他 京都水族館
京都市下京区 その他 一般社団法人京都経済同友会
京都市下京区 その他 京都リサーチパーク 貸会議室・ホール（１号館）
京都市下京区 その他 京都リサーチパーク 貸会議室・ホール（４号館）
京都市下京区 その他 京都リサーチパーク 貸会議室・ホール（イノベーションルーム）
京都市下京区 その他 京都私学会館
京都市下京区 その他 成均館塾
京都市下京区 その他 京都鉄道博物館
京都市下京区 その他 西村証券株式会社
京都市下京区 その他 有限会社impress design lab
京都市下京区 その他 京都着物レンタル夢館　五条店
京都市下京区 その他 豊彩株式会社
京都市下京区 その他 公益財団法人交通文化振興財団
京都市下京区 その他 京都ステーションセンター株式会社
京都市下京区 その他 谷山無線電機株式会社　
京都市下京区 その他 EYE京都本校 / LEC京都本校
京都市下京区 その他 京都左官協同組合
京都市下京区 その他 株式会社 run O
京都市下京区 その他 JTB京都支店
京都市下京区 その他 京都駅ビル開発株式会社（京都劇場）
京都市下京区 その他 京都信用金庫　七条支店
京都市下京区 その他 京都信用金庫　西大路支店
京都市下京区 その他 京都信用金庫　本店
京都市下京区 その他 一般社団法人京都府あおぞら会
京都市下京区 その他 株式会社　N&L
京都市下京区 その他 機能訓練型フィットネスIchi
京都市下京区 その他 四条大宮整骨院



ステッカー交付一覧（2021/02/19）
所在地（市区町村） 業種区分 店舗・事業所名

京都市下京区 その他 Ichiまっさーじ屋
京都市下京区 その他 NIC株式会社
京都市下京区 その他 あおぞら梅小路
京都市下京区 その他 あおぞら七条
京都市下京区 その他 京都信用保証協会 本所
京都市下京区 その他 相互料理飲食業組合
京都市下京区 その他 日研トータルソーシング株式会社
京都市下京区 その他 MURATA　MUSIC
京都市下京区 その他 なかむら接骨院
京都市下京区 その他 ﾎﾃﾙｸﾞﾗﾝｳﾞｨｱ京都店　山野愛子ｴｽﾃｻﾛﾝ
京都市下京区 その他 ﾎﾃﾙｸﾞﾗﾝｳﾞｨｱ京都店　山野愛子美容室
京都市下京区 その他 医療法人創健会　西村診療所
京都市下京区 その他 京都物産出品協会  事務局
京都市下京区 その他 粟嶋堂宗徳寺
京都市下京区 その他 朝倉算数道場
京都市下京区 その他 Vitule京都店
京都市下京区 その他 パティスリー　洛甘舎　ジェイアール京都伊勢丹店
京都市下京区 その他 京都府中小企業団体中央会　本部事務所
京都市下京区 その他 茅ヶ崎方式　京都駅前校
京都市下京区 その他 京の楽チャリ　京都駅七条店
京都市下京区 その他 一般社団法人京都経営者協会
京都市下京区 その他 アートネイチャーレディース京都サロン
京都市下京区 その他 アートネイチャー京都店
京都市下京区 その他 株式会社 弘
京都市下京区 その他 京　十一宿　島原
京都市下京区 その他 JT京都支店
京都市下京区 その他 JEUGIA[Basic.]　
京都市下京区 その他 名門会家庭教師センター　京都駅前校
京都市下京区 その他 株式会社田中長奈良漬店
京都市下京区 その他 山本歯科医院
京都市下京区 その他 四条高倉大川クリニック
京都市下京区 その他 ICHIRO TSURUTA office & gallery, Kyoto（株式会社鶴田一郎事務所）

京都市下京区 その他 株式会社ワイエムシィ
京都市下京区 その他 北川歯科医院
京都市下京区 その他 TKPガーデンシティ京都
京都市下京区 その他 TKP京都四条烏丸カンファレンスセンター
京都市下京区 その他 TKP京都四条駅前カンファレンスセンター
京都市下京区 その他 TKP京都四条烏丸会議室
京都市下京区 その他 株式会社ライフイノベーション
京都市下京区 その他 医療法人社団和田クリニック
京都市下京区 その他 Kyoto Makers Garage
京都市下京区 その他 １Ｆ・２Ｆショップ&レストラン
京都市下京区 その他 スタジオAOTO
京都市下京区 その他 株式会社ティーエーシー
京都市下京区 その他 哲鍼灸接骨院
京都市下京区 その他 エベレストカフェ
京都市下京区 その他 マウンテン　エベレスト
京都市下京区 その他 さくら整骨院
京都市下京区 その他 山下歯科医院
京都市下京区 その他 cp salon ange galerie 
京都市下京区 その他 黒木接骨院
京都市下京区 その他 林接骨院
京都市下京区 その他 小さなケーキ屋さんとむて
京都市下京区 その他 伊藤屋株式会社
京都市下京区 その他 村井歯科医院
京都市下京区 その他 株式会社KASSORO
京都市下京区 その他 医療法人社団　兵耳鼻咽喉科医院
京都市下京区 その他 行政書士山本邦雄事務所
京都市下京区 その他 良デンタルクリニック
京都市下京区 その他 株式会社システムクリエイト
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京都市下京区 サービス業 有限会社　スタックサービス
京都市下京区 サービス業 アルスタック美容室
京都市南区 建設業 株式会社田中工務店
京都市南区 建設業 石原設備工業　株式会社
京都市南区 建設業 有限会社　矢野設備
京都市南区 建設業 ㈱宇野設備
京都市南区 建設業 ㈱エス・ティ・アイ
京都市南区 建設業 株式会社　トライコムアドバンス
京都市南区 建設業 ㈱トライコムアドバンス
京都市南区 建設業 大和電設工業㈱　本館（本店）
京都市南区 建設業 大和電設工業㈱　別館（電気工事部）
京都市南区 建設業 有限会社　アルファシステム
京都市南区 建設業 有限会社ケイワイプロサービス
京都市南区 建設業 富士電気工業株式会社
京都市南区 建設業 株式会社石山工務店
京都市南区 建設業 ㈱大宝竜製作所
京都市南区 建設業 濵本鉄筋
京都市南区 建設業 有限会社　大顯工事
京都市南区 建設業 株式会社　大坪組
京都市南区 建設業 石山テクノ建設株式会社
京都市南区 建設業 晶和電気工業株式会社
京都市南区 建設業 晶和電気工業株式会社　ワークス事務所
京都市南区 製造業 旭光精工株式会社
京都市南区 製造業 ㈱トダコーポレーション
京都市南区 製造業 株式会社髙野屋 貞広
京都市南区 製造業 二九精密機械工業株式会社　京都工場・R&Dセンター
京都市南区 製造業 二九精密機械工業株式会社　本社
京都市南区 製造業 尾池工業株式会社 ディスプレイ材料事業部
京都市南区 製造業 尾池工業株式会社 フロンティアセンター
京都市南区 製造業 尾池工業株式会社 京都事業場
京都市南区 製造業 尾池工業株式会社 十条事業所
京都市南区 製造業 尾池工業株式会社 上鳥羽事業所西館
京都市南区 製造業 橋爪鐵工株式会社
京都市南区 製造業 有限会社アドバンク
京都市南区 製造業 株式会社大槻シール印刷
京都市南区 製造業 株式会社パックス・サワダ
京都市南区 製造業 日新イオン機器株式会社　東寺オフィス
京都市南区 製造業 日新電機株式会社　久世工場
京都市南区 製造業 日新電機株式会社　九条工場
京都市南区 製造業 株式会社　ユーシン精機
京都市南区 製造業 京都醸造株式会社
京都市南区 製造業 明和カレンダー株式会社
京都市南区 製造業 株式会社ユーシン精機　テクニカルセンター
京都市南区 製造業 株式会社SCREENホールディングス京都南事業所
京都市南区 製造業 有限会社　寺平美術平版
京都市南区 製造業 株式会社　京都シールレーベル
京都市南区 製造業 株式会社　大京テント工業
京都市南区 製造業 株式会社　日の出テント
京都市南区 製造業 株式会社サンヤマト
京都市南区 製造業 ＫＫＤ会館
京都市南区 製造業 朝日レントゲン工業株式会社　本社
京都市南区 製造業 株式会社　田中印刷
京都市南区 製造業 株式会社GSユアサライティングサービス
京都市南区 製造業 株式会社浅野
京都市南区 製造業 株式会社精研
京都市南区 製造業 株式会社大日本科研　久世工場
京都市南区 製造業 株式会社大日本科研　東工場
京都市南区 製造業 株式会社長谷川精密板金　第二工場
京都市南区 製造業 株式会社長谷川精密板金　本社
京都市南区 製造業 株式会社富士電工
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京都市南区 製造業 株式会社ヤマコー製作所
京都市南区 製造業 コスメディ製薬株式会社　桂工場
京都市南区 製造業 サンコーエンジニアリングプラスチック株式会社
京都市南区 製造業 田中金属工業株式会社
京都市南区 製造業 中央機械株式会社
京都市南区 製造業 西垣金属工業株式会社
京都市南区 製造業 ミヅシマ工業株式会社　生産・調達部　京都工場
京都市南区 製造業 株式会社　松本電機製作所
京都市南区 製造業 本社
京都市南区 製造業 カトーテック株式会社
京都市南区 製造業 京都府熱処理事業協同組合
京都市南区 製造業 京都精工電機株式会社
京都市南区 製造業 株式会社　森高ローラ製作所
京都市南区 製造業 山田化学工業株式会社
京都市南区 製造業 新京都生コン株式会社
京都市南区 製造業 株式会社広瀬製作所
京都市南区 製造業 京都醸造タップルーム
京都市南区 製造業 （有）平岡製本所
京都市南区 製造業 京都　京馬
京都市南区 製造業 株式会社吹野金型製作所
京都市南区 製造業 株式会社長濱製作所
京都市南区 製造業 株式会社長濱製作所　第二工場
京都市南区 製造業 二和電気株式会社　京都工場
京都市南区 製造業 株式会社朝日計器製作所
京都市南区 運輸業 帝産観光バス株式会社京都支店十条営業所
京都市南区 運輸業 ケイエム観光バス株式会社京都支店
京都市南区 運輸業 楽友個人タクシー協同組合
京都市南区 運輸業 京都市個人タクシー事業協同組合
京都市南区 運輸業 株式会社　赤帽京都
京都市南区 運輸業 tai taxi
京都市南区 運輸業 磯部タクシー
京都市南区 運輸業 木戸タクシー
京都市南区 運輸業 トナミタクシー
京都市南区 運輸業 宮里タクシー
京都市南区 運輸業 南ヤサカ交通株式会社
京都市南区 運輸業 荒木タクシー
京都市南区 運輸業 株式会社D＆Jロジスティクス
京都市南区 運輸業 ヤサカ観光バス株式会社
京都市南区 運輸業 有限会社ケイズ　本社
京都市南区 運輸業 舞鶴運輸株式会社  京都事業所
京都市南区 運輸業 野田タクシー
京都市南区 運輸業 運行管理事業部
京都市南区 運輸業 貸切観光バス事業部
京都市南区 運輸業 株式会社ケイルック
京都市南区 卸売業 銀閣寺　大西　外商部プロセスセンター
京都市南区 卸売業 メナードフェイシャルサロン rootエポ
京都市南区 卸売業 株式会社　仲　啓
京都市南区 卸売業 京都食肉市場株式会社
京都市南区 卸売業 株式会社 MiAn
京都市南区 卸売業 青田畜産株式会社
京都市南区 卸売業 大橋商事㈱南加工センター
京都市南区 卸売業 奈良商事株式会社
京都市南区 卸売業 ニシムラ株式会社　本社
京都市南区 卸売業 レヴェドボゥ化粧品
京都市南区 卸売業 フィール株式会社
京都市南区 卸売業 株式会社NAKATA
京都市南区 卸売業 アップル合同会社 京都事業所
京都市南区 卸売業 アップル合同会社
京都市南区 卸売業 株式会社京旬屋
京都市南区 小売業 ㈲　マツヤマ（宝石･時計･松山ｲｵﾝ洛南店）
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京都市南区 小売業 大垣書店　イオンモール京都桂川店
京都市南区 小売業 京都大垣書店　オンライン
京都市南区 小売業 鶏三和　イオン京都桂川店
京都市南区 小売業 大垣書店　イオンモールkyoto店
京都市南区 小売業 (有)櫻井モータース商会
京都市南区 小売業 うね乃（株）本店
京都市南区 小売業 株式会社京都駅観光デパート
京都市南区 小売業 エステール　洛南店
京都市南区 小売業 ダイソーイオンモールKYOTO店
京都市南区 小売業 ダイソーイオンモール京都桂川店
京都市南区 小売業 ダイソーイオン洛南店
京都市南区 小売業 ダイソー京都アバンティ店
京都市南区 小売業 ダイソーダイエー桂南店
京都市南区 小売業 モントロンドシュシュ　イオンモール京都桂川店
京都市南区 小売業 auショップイオンモール京都桂川
京都市南区 小売業 エディオン桂南店
京都市南区 小売業 クーズコンセルボ西大路店
京都市南区 小売業 ジョーシン　九条烏丸店
京都市南区 小売業 ジョーシン　桂川イオンモール店
京都市南区 小売業 日栄無線　京都店
京都市南区 小売業 大八木正清商店
京都市南区 小売業 DOUBLE O GlassesGEAR
京都市南区 小売業 シンキ洛南店
京都市南区 小売業 CHELSEA New YorkイオンモールKYOTO店
京都市南区 小売業 スポーツミツハシ　Greenイオン洛南店
京都市南区 小売業 サンキューマート京都アバンティ店
京都市南区 小売業 ヤマダ電機　テックランド京都吉祥院店
京都市南区 小売業 遠藤書店
京都市南区 小売業 イオンモールKYOTO　Sakura館3F　fran de lingerie
京都市南区 小売業 ファイテンショップ八条大宮店
京都市南区 小売業 株式会社タナベ
京都市南区 小売業 イオン洛南店
京都市南区 小売業 イオンスタイル京都桂川
京都市南区 小売業 Canal ４℃ イオンモールKYOTO店
京都市南区 小売業 ホンダカーズ洛中　吉祥院店　
京都市南区 小売業 株式会社新和事務機
京都市南区 小売業 コーエン京都桂川店
京都市南区 小売業 コーナンPRO吉祥院店
京都市南区 小売業 コーナンPRO東寺南店
京都市南区 小売業 ルピシア イオンモール京都桂川店
京都市南区 小売業 エルドラードイオンモールＫＹＯＴＯ店
京都市南区 小売業 スギ薬局　桂南店
京都市南区 小売業 石原米穀店
京都市南区 小売業 大橋米穀店
京都市南区 小売業 小川商店
京都市南区 小売業 奥村米穀店
京都市南区 小売業 吉祥院食糧株式会社
京都市南区 小売業 小嶋米穀店
京都市南区 小売業 こめはうす　かたやま
京都市南区 小売業 高田食品株式会社
京都市南区 小売業 林米穀店
京都市南区 小売業 ジャパン　京都十条店
京都市南区 小売業 ジャパン　京都南店
京都市南区 小売業 らしんばんアバンティ京都店
京都市南区 小売業 株式会社タケウチオフィス環境営業本部
京都市南区 小売業 ダックテール京都駅前店
京都市南区 小売業 ダックテール京都桂川店
京都市南区 小売業 京月待庵
京都市南区 小売業 株式会社アサヒ屋
京都市南区 小売業 70B　SHOWROOM
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京都市南区 小売業 70B　WAREHOUSE
京都市南区 小売業 トーアスポーツネオ
京都市南区 小売業 ジュリア・オージェ
京都市南区 小売業 シバタモーターサイクル
京都市南区 小売業 ｸｵﾘﾃｨﾌｰﾄﾞﾏｰｹｯﾄ京都食肉市場前店
京都市南区 小売業 ジュエリーKANDA　イオンモールKYOTO店
京都市南区 小売業 精肉　喜なが
京都市南区 小売業 肉のさかい
京都市南区 小売業 イノブン　桂川本店
京都市南区 小売業 きものサロン川崎
京都市南区 小売業 アンドブリッジイオンモールKYOTO
京都市南区 小売業 株式会社ＡLAN
京都市南区 小売業 髙木鮮魚店　イオンモール京都店
京都市南区 小売業 グランマーブルファクトリー店
京都市南区 小売業 株式会社大彌リビング京都営業所
京都市南区 小売業 Ante Store
京都市南区 小売業 サーティワンアイスクリームイオンモール洛南店
京都市南区 小売業 サーティワンアイスクリーム京都店
京都市南区 小売業 CUBE SUGAR イオンモールKYOTO店
京都市南区 小売業 スーパーひので
京都市南区 小売業 ㈱アイビーhana
京都市南区 小売業 ホット スタイル
京都市南区 小売業 向井石油㈱
京都市南区 小売業 向井石油㈱　国道十条サービスステーション
京都市南区 小売業 チロル　イオン洛南店
京都市南区 小売業 メガネ・補聴器のギルド　洛南店
京都市南区 小売業 メガネ・補聴器のギルド　久世店
京都市南区 小売業 株式会社　福井商会
京都市南区 小売業 有限会社十条自動車工業
京都市南区 小売業 株式会社　コンタクトレンズ・オーウチ
京都市南区 小売業 メガネのノハラ　イオン洛南店
京都市南区 小売業 day&day's京都桂川
京都市南区 小売業 原田ホルモン店
京都市南区 小売業 吉崎商店
京都市南区 小売業 おしゃれかん
京都市南区 小売業 株式会社フィルム京都
京都市南区 不動産・賃貸業 イオンモールKYOTO
京都市南区 不動産・賃貸業 silkdekyoto店
京都市南区 不動産・賃貸業 大田工務店
京都市南区 不動産・賃貸業 株式会社ミロクリース
京都市南区 宿泊業 リーガグラン京都
京都市南区 宿泊業 アリストンホテル京都七条
京都市南区 宿泊業 イビススタイルズ 京都ステーション
京都市南区 宿泊業 ホテル　ヴィアイン京都駅八条口
京都市南区 宿泊業 株式会社JP RESERVE
京都市南区 宿泊業 株式会社えびす旅館
京都市南区 宿泊業 株式会社京都プラザホテルズ
京都市南区 宿泊業 株式会社弘侑堂
京都市南区 宿泊業 京都ゲストハウス御旅庵
京都市南区 宿泊業 三交イン京都八条口 雅
京都市南区 宿泊業 都ホテル 京都八条
京都市南区 宿泊業 MIMARU京都STATION
京都市南区 宿泊業 ゲストハウス京都駅前
京都市南区 宿泊業 ホテル エルシエント京都
京都市南区 宿泊業 株式会社京都第一ホテル
京都市南区 宿泊業 変なホテル京都 八条口駅前
京都市南区 宿泊業 有限会社 東寺洛南会館
京都市南区 宿泊業 有限会社ホテルテトラO２
京都市南区 宿泊業 R&Bホテル京都駅八条口
京都市南区 宿泊業 OMOTENASHI
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京都市南区 宿泊業 THE LAUNDRY FAN
京都市南区 宿泊業 京都第一ホテル
京都市南区 宿泊業 京都第一ホテル　別邸
京都市南区 宿泊業 株式会社COTO
京都市南区 宿泊業 株式会社アールエコ
京都市南区 宿泊業 株式会社ケイヤマ商店
京都市南区 宿泊業 WISE OWL HOSTELS KYOTO
京都市南区 宿泊業 ペンションコト
京都市南区 宿泊業 ヴィアイン京都駅八条口
京都市南区 宿泊業 hotel MONday 京都駅東九条
京都市南区 宿泊業 京蘭ー水月邸
京都市南区 宿泊業 京蘭ー風花邸
京都市南区 宿泊業 A-Style Kyoto
京都市南区 宿泊業 casting factory Y
京都市南区 宿泊業 22 PIECES
京都市南区 宿泊業 ピースホステル京都
京都市南区 宿泊業 HOTEL IMAGINE KYOTO
京都市南区 宿泊業 株式会社大創
京都市南区 宿泊業 株式会社照水
京都市南区 宿泊業 THE REIGN HOTEL KYOTO
京都市南区 宿泊業 Minami House
京都市南区 宿泊業 株式会社K's ホーム
京都市南区 宿泊業 ゲストハウスえん
京都市南区 宿泊業 京乃怡
京都市南区 宿泊業 ラカーサ
京都市南区 宿泊業 アイムハウス
京都市南区 宿泊業 翔龍庵
京都市南区 宿泊業 THE √2 Hotel
京都市南区 宿泊業 銘特屋　匠
京都市南区 宿泊業 柔らかい月-maisemoijan-
京都市南区 宿泊業 ゲストハウス　貴　TAKA
京都市南区 飲食業 evolution Ha-to Part Ⅱ
京都市南区 飲食業 はなまるうどんイオン洛南店
京都市南区 飲食業 株式会社Hirarintei Entertainment元祖赤ちり屋京都駅八条口店
京都市南区 飲食業 株式会社Hirarintei Entertainment金の鶏京都駅前店
京都市南区 飲食業 株式会社治元仙台牛たん森商店ｲｵﾝﾓｰﾙ桂川店
京都市南区 飲食業 株式会社治元錦わらい吉祥院店
京都市南区 飲食業 株式会社治元葱太郎京都第一ホテル店
京都市南区 飲食業 慈恩広告社
京都市南区 飲食業 まん長
京都市南区 飲食業 吉象カレー
京都市南区 飲食業 株式会社治元杬之蔵ｲｵﾝﾓｰﾙ京都桂川店
京都市南区 飲食業 お好み焼　あろま
京都市南区 飲食業 くずし天ぷら　玄
京都市南区 飲食業 スナックローズ
京都市南区 飲食業 たかばし京都南インター店
京都市南区 飲食業 リーガグラン京都Dining&LoungeKOTONA
京都市南区 飲食業 笹屋伊織　南店
京都市南区 飲食業 洋風創作料理ル・ブラン
京都市南区 飲食業 和食さと　大石橋店
京都市南区 飲食業 和食さと　上鳥羽店
京都市南区 飲食業 Cafe&Bar Cadillac
京都市南区 飲食業 MASUICHIフードサービス株式会社
京都市南区 飲食業 ら・ぱんだ
京都市南区 飲食業 りょあん
京都市南区 飲食業 レストラン　舞
京都市南区 飲食業 愛海宝
京都市南区 飲食業 株式会社 岡庄
京都市南区 飲食業 株式会社 湯葉に
京都市南区 飲食業 喫茶とJazz ＭＩＹＡＢＩ
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京都市南区 飲食業 千炉利
京都市南区 飲食業 中央フードサービス株式会社 うおまん都ホテル京都八条店
京都市南区 飲食業 天ぷら 川辰
京都市南区 飲食業 有限会社MASUICHI
京都市南区 飲食業 おひつごはん海の穂まれ　京都桂川店
京都市南区 飲食業 おらが蕎麦京都AVANTI店
京都市南区 飲食業 カラオケパブモンチッチ
京都市南区 飲食業 ナイトスポットアニー
京都市南区 飲食業 鴨しゃぶ＆町家カフェ　空
京都市南区 飲食業 杵屋京都AVANTI店
京都市南区 飲食業 京あかり店
京都市南区 飲食業 桂川パーキングエリア　下り売店
京都市南区 飲食業 桂川パーキングエリア　上り売店
京都市南区 飲食業 清十郎　イオンモールKYOTO店
京都市南区 飲食業 鉄板ダイニング、いちろべ
京都市南区 飲食業 宝や　八条口店
京都市南区 飲食業 餃子の王将 上鳥羽店
京都市南区 飲食業 Bar Sakurai
京都市南区 飲食業 D-Light
京都市南区 飲食業 あたか飯店京都店
京都市南区 飲食業 カラオケ喫茶　フレンド
京都市南区 飲食業 キッチンハウス　ヒロ
京都市南区 飲食業 ドミノ・ピザ　吉祥院
京都市南区 飲食業 ピザ・リトルパーティー葛野大路店
京都市南区 飲食業 ピザ・リトルパーティー九条店
京都市南区 飲食業 尹家
京都市南区 飲食業 無添くら寿司　京都久世店
京都市南区 飲食業 無添くら寿司　京都南インター店
京都市南区 飲食業 廣瀬米穀店　お米屋カフェ
京都市南区 飲食業 LiVE Buzz KYOTO
京都市南区 飲食業 たんと
京都市南区 飲食業 福乃井
京都市南区 飲食業 鶴喜そば　上鳥羽店
京都市南区 飲食業 居酒屋くらのすけ
京都市南区 飲食業 いちろべ
京都市南区 飲食業 エジョン
京都市南区 飲食業 ハピネスカフェ 
京都市南区 飲食業 フレンチ居酒屋ブラッスリー・コントワール
京都市南区 飲食業 ポムの樹イオン洛南店
京都市南区 飲食業 マリモ
京都市南区 飲食業 ユウベル株式会社
京都市南区 飲食業 銀座ライオン　京都アバンティ店
京都市南区 飲食業 御肴ずっころばし
京都市南区 飲食業 三交イン京都八条口雅エスカフェ
京都市南区 飲食業 あき
京都市南区 飲食業 居酒屋　喜遊
京都市南区 飲食業 カフェコロラド八条口店
京都市南区 飲食業 ちょっと矢沢バー
京都市南区 飲食業 季節料理きぬがわ
京都市南区 飲食業 お食事処　ひさ
京都市南区 飲食業 はなかおる
京都市南区 飲食業 まるせ食堂
京都市南区 飲食業 喫茶クラウン 八条店
京都市南区 飲食業 カラオケ喫茶優友
京都市南区 飲食業 晩boo
京都市南区 飲食業 コミュニティーカフェ　ほっこり
京都市南区 飲食業 すしごはん馬ん場
京都市南区 飲食業 和食甘味かんざし　イオン洛南店
京都市南区 飲食業 漱石　イオンモールKYOTO店
京都市南区 飲食業 スナック　K&K
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京都市南区 飲食業 寅のや
京都市南区 飲食業 カラオケ喫茶　夏愛（なつめぐ）
京都市南区 飲食業 スナック　紙芝居
京都市南区 飲食業 スペインバル　アブラモス
京都市南区 飲食業 倉式珈琲店イオンモール京都桂川店
京都市南区 飲食業 Gori's　Kitchen
京都市南区 飲食業 らうんじ礎
京都市南区 飲食業 レストラン朱雀
京都市南区 飲食業 焼肉　あらた
京都市南区 飲食業 居酒屋バンブー
京都市南区 飲食業 DINING BAR YEAH
京都市南区 飲食業 廻転寿司CHOJIRO　京都アバンティ店
京都市南区 飲食業 樂旬魚菜　しげ
京都市南区 飲食業 カフェアンドランチジュン
京都市南区 飲食業 カフェラウンジ　凛
京都市南区 飲食業 居酒屋　呑呑
京都市南区 飲食業 千房　京都アバンティ支店
京都市南区 飲食業 kitchen6蓮泉
京都市南区 飲食業 スナック　めだか
京都市南区 飲食業 鉄板焼きお好み焼きはなはな
京都市南区 飲食業 すなっく　じゅえん
京都市南区 飲食業 とり匠　ふく井
京都市南区 飲食業 めしや宮本むなし　JR西大路駅前店
京都市南区 飲食業 串だいにんぐ炭焼浪漫家　八条口店
京都市南区 飲食業 漫天兄弟
京都市南区 飲食業 肉処もりよし
京都市南区 飲食業 ケービー・エンタープライズ株式会社
京都市南区 飲食業 居酒や　和楽
京都市南区 飲食業 食楽酒肴　來人
京都市南区 飲食業 NICKSTOCK　イオンモールKYOTO店
京都市南区 飲食業 パルメナーラ　イオンモール京都桂川店
京都市南区 飲食業 ワンディッシュピッツァミール　イオンモール京都桂川店
京都市南区 飲食業 ステーキのどん 十条新千本店
京都市南区 飲食業 めしや食堂京都久世店
京都市南区 飲食業 焼肉やる気　八条口店
京都市南区 飲食業 cafeBros
京都市南区 飲食業 鳥貴族　西大路店
京都市南区 飲食業 にぎりの徳兵衛 イオンモール京都桂川店
京都市南区 飲食業 ブラザーベーカリー西大路本店
京都市南区 飲食業 居酒屋にしやま
京都市南区 飲食業 串かつ食べ放題串まるイオンモール京都桂川店
京都市南区 飲食業 焼肉　寿寿
京都市南区 飲食業 魚彩ダイニングまったく
京都市南区 飲食業 タリーズコーヒー京都アバンティ店
京都市南区 飲食業 嘉千
京都市南区 飲食業 韓国さくら亭　本店
京都市南区 飲食業 うなぎ料理　美登利
京都市南区 飲食業 楓
京都市南区 飲食業 鳥楽　京都店
京都市南区 飲食業 揚げバル　キッパーズケルシュ　京都店
京都市南区 飲食業 和食や　見聞録　京都店
京都市南区 飲食業 Ｐダイニング京都アバンティ店
京都市南区 飲食業 ためしてや
京都市南区 飲食業 焼肉　和牛屋
京都市南区 飲食業 来来亭　十条竹田店
京都市南区 飲食業 うまいもんや西大路応援団
京都市南区 飲食業 株式会社大創
京都市南区 飲食業 Molly's The Craft Kitchen
京都市南区 飲食業 カレーハウスCoCo壱番屋　南区吉祥院店
京都市南区 飲食業 カレーハウスCoCo壱番屋　南区上鳥羽店
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京都市南区 飲食業 カレーハウスココ壱番屋　南区八条口店
京都市南区 飲食業 グランマーブルファクトリーカフェ
京都市南区 飲食業 北山洋食カフェ和蘭芹（パセリ）イオンモール京都店
京都市南区 飲食業 ステーキ＆ハンバーグ　雨明　京都桂川店
京都市南区 飲食業 バニスターキョウト
京都市南区 飲食業 居酒屋味峯 西大路店
京都市南区 飲食業 T-BAR
京都市南区 飲食業 カレーハウスCoCo壱番屋　近鉄上鳥羽店
京都市南区 飲食業 コスコクレープ
京都市南区 飲食業 無尽蔵　京都八条家
京都市南区 飲食業 いきなりステーキイオンモールKYOTO
京都市南区 飲食業 和牛炭火焼肉きむら
京都市南区 飲食業 うをとし
京都市南区 飲食業 スナック　花
京都市南区 飲食業 ラーメン魁力屋　イオンモール京都桂川店
京都市南区 飲食業 ラーメン魁力屋吉祥院店
京都市南区 飲食業 リンガーハットイオンモールKYOTO店
京都市南区 飲食業 リンガーハットイオン洛南店
京都市南区 飲食業 リンガーハット京都ｱﾊﾞﾝティー店
京都市南区 飲食業 串家物語　イオンモールKYOTO
京都市南区 飲食業 炭火焼肉 黒べこ
京都市南区 飲食業 hana's green tea　イオンモールKYOTO店
京都市南区 飲食業 hana's green tea　イオンモール京都桂川店
京都市南区 飲食業 アンテルームバー
京都市南区 飲食業 アンテルームミールズ
京都市南区 飲食業 お好み焼 鉄板焼 十銭 吉祥院店
京都市南区 飲食業 カラオケ喫茶　あけみ
京都市南区 飲食業 ラーメンこがね家 京都駅前店
京都市南区 飲食業 串とテール煮 様様 九条総本店
京都市南区 飲食業 熟成焼肉いちばん吉祥院店
京都市南区 飲食業 株式会社様様
京都市南区 飲食業 讃岐製麺　京都吉祥院店
京都市南区 飲食業 ロッテリア　洛南イオン店
京都市南区 飲食業 赤提灯
京都市南区 飲食業 鉄板魂3104ん家
京都市南区 飲食業 日本マクドナルド㈱　京都アバンティ店
京都市南区 飲食業 ジョリーパスタ西九条店
京都市南区 飲食業 ステーキハウスなかはら
京都市南区 飲食業 インドカレーダイニング　コバラヘッタ　イオンモールKYOTO店
京都市南区 飲食業 韓国厨房　尹家の食卓　イオンモールKYOTO店
京都市南区 飲食業 仙台牛たん　福助　京都店
京都市南区 飲食業 どるちぇ
京都市南区 飲食業 お好み焼　よっちゃん
京都市南区 飲食業 モスバーガーイオンモール京都桂川店
京都市南区 飲食業 モスバーガー近鉄東寺駅前店
京都市南区 飲食業 三丁目酒場
京都市南区 飲食業 ローストビーフ星　イオンKYOTO
京都市南区 飲食業 ディッパーダン　イオン洛南店
京都市南区 飲食業 麺屋　一空
京都市南区 飲食業 なか卯　久世橋通店
京都市南区 飲食業 なか卯　京都八条口店
京都市南区 飲食業 串とテール煮　様様　東九条総本店
京都市南区 飲食業 Cafe&Barぶどうの樹
京都市南区 飲食業 HOTEL SHE, KYOTO
京都市南区 飲食業 丸源ラーメン京都南インター店
京都市南区 飲食業 松屋　吉祥院店
京都市南区 飲食業 松屋　東寺店
京都市南区 飲食業 松のや　桂川店
京都市南区 飲食業 居酒屋　旅路
京都市南区 飲食業 BURGER＆PUB　シュッシュポポンイオンモールKYOTO店
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京都市南区 飲食業 洋麺屋五右衛門　イオンモール京都桂川店
京都市南区 飲食業 Ｋ＆Ｋ
京都市南区 飲食業 トニーマーロ　イオンモール京都
京都市南区 飲食業 尾嵜酒店
京都市南区 飲食業 コメダ珈琲イオンモールkyoto店
京都市南区 飲食業 鉄板居酒屋 和み  
京都市南区 飲食業 鉄板焼　お好　ほくと
京都市南区 飲食業 Bar　PIRATES
京都市南区 飲食業 京ちゃん
京都市南区 飲食業 らーめん剛力
京都市南区 飲食業 雅美
京都市南区 飲食業 お好み焼き鉄板焼亨太
京都市南区 飲食業 食楽部屋みなみ京都駅八条口本店
京都市南区 飲食業 楽苦美
京都市南区 飲食業 韓国料理シゴル本店
京都市南区 飲食業 かしな食堂
京都市南区 飲食業 韓国料理　葉月
京都市南区 飲食業 熟成麺屋　神来　イオンモールKYOTO店
京都市南区 飲食業 鮨処一真
京都市南区 飲食業 THE ROOT2 DINING
京都市南区 飲食業 あほう鳥
京都市南区 飲食業 カフェバーメイプル
京都市南区 飲食業 すし成
京都市南区 飲食業 スナック＆居酒屋　ユ
京都市南区 飲食業 √弐食堂　肉時々なんか
京都市南区 飲食業 darts bar metro
京都市南区 飲食業 Laguna
京都市南区 飲食業 TAEYANG(てやん)
京都市南区 飲食業 あじあん
京都市南区 飲食業 カラオケの食堂太陽
京都市南区 飲食業 スナック　あゆみ
京都市南区 飲食業 ちょぼちょぼ
京都市南区 飲食業 ほっといて
京都市南区 飲食業 無国籍料理しま
京都市南区 飲食業 韓日館
京都市南区 飲食業 紀の川
京都市南区 飲食業 京馳走　佳辰
京都市南区 飲食業 株式会社山洋　創菜酒膳　センチュリー
京都市南区 飲食業 カラオケ喫茶パンジー
京都市南区 飲食業 としちゃん
京都市南区 飲食業 ラーメン大栄
京都市南区 飲食業 café Bros
京都市南区 飲食業 京都西大路焼肉基地
京都市南区 飲食業 手づくりハンバーグの店とくら桂本店
京都市南区 飲食業 水晶　スイシヨウ
京都市南区 飲食業 一寸法師（御食事処）
京都市南区 飲食業 魚米
京都市南区 飲食業 お好み焼き　鉄板焼き　京
京都市南区 飲食業 カラオケBAR  RISE
京都市南区 飲食業 こいし
京都市南区 飲食業 食彩工房 団居
京都市南区 飲食業 東寺のかえる
京都市南区 飲食業 東寺道れもんぐらす
京都市南区 飲食業 吉田山せせり
京都市南区 飲食業 喜味屋
京都市南区 飲食業 居酒屋いしきり
京都市南区 飲食業 寿司一品さかゑ
京都市南区 飲食業 和食と甘味処 漱石
京都市南区 飲食業 Barさくらッ子
京都市南区 飲食業 居酒屋たまき
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京都市南区 飲食業 サンジュキッチン
京都市南区 飲食業 クロンボ
京都市南区 飲食業 焼き鳥はなはな
京都市南区 飲食業 中華料理　天天福
京都市南区 飲食業 Bun-Bun
京都市南区 飲食業 串とりSAKAI
京都市南区 飲食業 居酒屋しん
京都市南区 飲食業 鉄板居酒屋 一香
京都市南区 飲食業 TEPPAN 居酒屋　Chan-ちゃん
京都市南区 飲食業 シースピリット
京都市南区 飲食業 やまかわ亭
京都市南区 飲食業 フランキーパートワン
京都市南区 飲食業 フランキーパート1
京都市南区 飲食業 蔵々
京都市南区 飲食業 老上海
京都市南区 飲食業 京太郎
京都市南区 飲食業 南京園
京都市南区 飲食業 ラウンジ　はる
京都市南区 飲食業 cafe＆beer studio JIBUBA
京都市南区 飲食業 室町
京都市南区 飲食業 どうとんぼり神座　イオン洛南店
京都市南区 飲食業 夢み家
京都市南区 飲食業 中華料理　喜久勝
京都市南区 飲食業 洋麺屋五右衛門　ｲｵﾝﾓｰﾙ京都桂川店
京都市南区 飲食業 俺酒場　しみちゃん
京都市南区 飲食業 手打蕎麦たくみや
京都市南区 飲食業 三源庵
京都市南区 飲食業 炭火焼肉ホルモン焼秀峰
京都市南区 飲食業 鉄板焼/お好み焼　張さん
京都市南区 飲食業 READY
京都市南区 飲食業 居酒屋 味峯
京都市南区 飲食業 らーめんぐっさん
京都市南区 飲食業 いく味
京都市南区 飲食業 Linne
京都市南区 飲食業 梅蘭　イオンモール京都桂川店
京都市南区 飲食業 カフェレストラン パンペルデュ
京都市南区 飲食業 TERAS
京都市南区 飲食業 餃子の虜や
京都市南区 飲食業 二升五合
京都市南区 飲食業 喫茶　ぷれりゅーど
京都市南区 飲食業 ドラゴンクレープ&デリ
京都市南区 飲食業 ホリーズ＆コーヒーイオン洛南店
京都市南区 飲食業 鉄板焼・お好み焼　ひで
京都市南区 飲食業 焼肉処真　西大路駅前店
京都市南区 飲食業 家族亭
京都市南区 飲食業 やじきた
京都市南区 飲食業 夢食堂
京都市南区 飲食業 三平園
京都市南区 飲食業 スナック　あり
京都市南区 飲食業 大福ラーメン
京都市南区 飲食業 成美
京都市南区 飲食業 炭焼やきとり一番　八条口店
京都市南区 飲食業 豚屋とん一イオンモール京都桂川
京都市南区 飲食業 長田本庄軒イオンモール京都桂川
京都市南区 飲食業 丸亀製麺吉祥院
京都市南区 飲食業 丸亀製麺イオンモールKYOTO
京都市南区 飲食業 丸亀製麺イオンモール京都桂川
京都市南区 飲食業 ケンッタキー・フライド・チキン　イオンモール京都桂川店
京都市南区 飲食業 ケンタッキーフライドチキン東寺店
京都市南区 飲食業 ケンタッキーフライドチキンイオン洛南店
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京都市南区 飲食業 ケンタッキーフライドチキンイオンモールKYOTO
京都市南区 飲食業 ケンタッキー・フライド・チキン　イオンモール京都桂川店
京都市南区 飲食業 あっちゃん
京都市南区 飲食業 ちゃんこ千景
京都市南区 飲食業 ごはん処　嘉八
京都市南区 飲食業 十条はやし 東寺店
京都市南区 飲食業 やきとり一番　新千本十条店
京都市南区 飲食業 桂寿司
京都市南区 飲食業 喫茶・食事処 おおやま
京都市南区 飲食業 東寺うどん
京都市南区 飲食業 お好み焼　本多
京都市南区 飲食業 旬彩Dining大広
京都市南区 飲食業 お好み焼　萩
京都市南区 飲食業 バケット　イオンモール京都桂川店
京都市南区 飲食業 ブレットガーデン　イオンモールKYOTO店
京都市南区 飲食業 野の葡萄　ヴィアイン京都八条口店
京都市南区 飲食業 海鮮居酒屋　王将
京都市南区 飲食業 レストラン辻川東店
京都市南区 飲食業 株式会社　ゼンショク
京都市南区 飲食業 揚げもの　ミヨちゃん
京都市南区 飲食業 ひろ駒寿司
京都市南区 飲食業 ミスタードーナツ　イオンモール京都桂川
京都市南区 飲食業 ミスタードーナツイオン洛南店
京都市南区 飲食業 居酒屋　かんちゃん
京都市南区 飲食業 お茶の玉宗園イオン洛南店
京都市南区 飲食業 海鮮寿司北海素材　イオンモール京都桂川店
京都市南区 飲食業 中華料理　ハマムラ
京都市南区 飲食業 居酒家ともす
京都市南区 飲食業 居酒家くらと
京都市南区 飲食業 Bar くらす
京都市南区 飲食業 はらぺこ家
京都市南区 飲食業 キッチン　saka
京都市南区 飲食業 たんぽぽ
京都市南区 飲食業 一盛
京都市南区 飲食業 茶ＢＡＲ　イオンモール京都桂川店
京都市南区 飲食業 tapioca sweets tutu
京都市南区 飲食業 LEMONADE by Lemonica イオンモール京都桂川店
京都市南区 飲食業 サイゼリヤ 京都唐橋点
京都市南区 飲食業 サイゼリヤ 京都唐橋店
京都市南区 飲食業 居酒屋　吉祥院
京都市南区 飲食業 きっちん＆かふぇ花姫
京都市南区 飲食業 光洋軒
京都市南区 飲食業 三興飯店
京都市南区 飲食業 IPPUDO RAMEN EXPRESS イオンモール京都桂川店
京都市南区 飲食業 喫茶ポシェット
京都市南区 飲食業 果汁工房果琳　イオンモール京都桂川店
京都市南区 飲食業 鳥夜　ゆうこ
京都市南区 飲食業 PasTime
京都市南区 飲食業 口福
京都市南区 飲食業 味豊正
京都市南区 飲食業 秘密基地
京都市南区 飲食業 大衆酒場 秘密基地
京都市南区 飲食業 ミスター　チョット
京都市南区 飲食業 お好み焼　あずき
京都市南区 飲食業 喫茶やまぐち
京都市南区 飲食業 咄々々
京都市南区 飲食業 ごんぎつね(Gonぎつね)
京都市南区 飲食業 味家
京都市南区 飲食業 同上
京都市南区 飲食業 株式会社　清交社
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京都市南区 飲食業 カラオケ　フラワー
京都市南区 飲食業 ロクロクホルモン
京都市南区 飲食業 美輪
京都市南区 飲食業 cafe&bar Anna
京都市南区 飲食業 Irish Pub THE STONES-kyoto-
京都市南区 サービス業 デイサービス暖団
京都市南区 サービス業 Hair & Make Guest
京都市南区 サービス業 POLA エステ inn kyo
京都市南区 サービス業 京進スクール・ワン 西大路教室
京都市南区 サービス業 京進小中部 吉祥院校
京都市南区 サービス業 木地 孝博
京都市南区 サービス業 友子
京都市南区 サービス業 株式会社マイジョリサービス
京都市南区 サービス業 ハクジュプラザ吉祥院店
京都市南区 サービス業 美容室　ララ・アムール
京都市南区 サービス業 （株）ニューヨーク・ニューヨーク
京都市南区 サービス業 QBハウス　イオンモールＫＹＯＴＯ店
京都市南区 サービス業 QBハウス　イオンモール京都桂川店
京都市南区 サービス業 QBハウス　イオン洛南店
京都市南区 サービス業 ダイワロイヤルホテルシティ株式会社 ダイワロイヤルホテルグランデ京都

京都市南区 サービス業 リアン(有)　べる
京都市南区 サービス業 株式会社ステイドリーム レンタサイクル京都ecoトリップ
京都市南区 サービス業 ゴールフリー　京都中央教室
京都市南区 サービス業 Ｌｉｔ
京都市南区 サービス業 ホテル京阪京都駅南
京都市南区 サービス業 ホテル京阪京都京都八条口
京都市南区 サービス業 ホテル京阪京都京都八条口　１階レストラン
京都市南区 サービス業 ホテル京阪京都グランデ
京都市南区 サービス業 ホテル京阪京都グランデ内レストラン
京都市南区 サービス業 京都府市町村職員共済組合（ホテルセントノーム京都）
京都市南区 サービス業 株式会社バンダイナムコアミューズメント　namcoイオンモールKYOTO店

京都市南区 サービス業 保険見直し本舗 イオンモールKYOTO店
京都市南区 サービス業 Kyoto de Meeting　Comfort コンフォート
京都市南区 サービス業 Kyoto de Meeting　Deluxe デラックス
京都市南区 サービス業 Kyoto de Meeting　On Air オンエア
京都市南区 サービス業 Kyoto de Meeting　Smart スマート
京都市南区 サービス業 WASH & DRY(ウォッシュ アンド ドライ) 京都駅前店
京都市南区 サービス業 わかはやし美容室
京都市南区 サービス業 美容室イレブンカット　イオンモール京都桂川店
京都市南区 サービス業 美容室イレブンカット　京都洛南店
京都市南区 サービス業 エステ・タイム　京都洛南店
京都市南区 サービス業 hatoba cafe
京都市南区 サービス業 ㈱ムラタ自動車ガラス　本社営業所
京都市南区 サービス業 ビューティーサロン　ラツフィナート
京都市南区 サービス業 しゃぶしゃぶ但馬屋
京都市南区 サービス業 ＰＳ’ｌｏｖｅｒ
京都市南区 サービス業 バーバーズシャインウイズ
京都市南区 サービス業 あいりす　with　Nature
京都市南区 サービス業 ラフィネ　イオン洛南ショッピングセンター店
京都市南区 サービス業 ダイニングカフェ＆バー「ロンド」
京都市南区 サービス業 バイキングレストラン「ル・プレジール」
京都市南区 サービス業 ロビーラウンジ
京都市南区 サービス業 株式会社ビーシエムコーポレーション
京都市南区 サービス業 中国料理　四川
京都市南区 サービス業 ナチュラルガーデン イオンモール京都桂川店
京都市南区 サービス業 やくら施術院
京都市南区 サービス業 京都合同胞衣株式会社
京都市南区 サービス業 ケイ美容室
京都市南区 サービス業 株式会社　TOPS本社
京都市南区 サービス業 保険ほっとライン　スーパーマツモト洛南店
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京都市南区 サービス業 株式会社みつまる美容室　アリーナドゥージェム店
京都市南区 サービス業 VASARA京都駅前店
京都市南区 サービス業 株式会社ジャック「大野整体オフィス」
京都市南区 サービス業 ホテルアンテルーム京都
京都市南区 サービス業 針小路接骨院
京都市南区 サービス業 鍼灸院のたけなか
京都市南区 サービス業 トップスカフェ
京都市南区 サービス業 株式会社佐々オート
京都市南区 サービス業 梓鍼灸整骨院
京都市南区 サービス業 有限会社トリッキーパンダース
京都市南区 サービス業 めぐむ動物病院
京都市南区 サービス業 ヘアーサロン　トミヤマ
京都市南区 サービス業 株式会社REALM　エコサポート
京都市南区 サービス業 有限会社　古都観光連盟
京都市南区 サービス業 ケーズファクトリー
京都市南区 サービス業 有限会社 エスエス・カンパニー
京都市南区 サービス業 メディカルフィットネスクラブ ＳＨＩＮ－ＳＨＩＮ
京都市南区 サービス業 エムケイ株式会社　エムケイトラベル
京都市南区 サービス業 行政書士よこやま法務事務所
京都市南区 サービス業 野間ガスサービス　株式会社　ガスヒーポン事業所
京都市南区 サービス業 株式会社オカムラ産業
京都市南区 サービス業 AYURE（アユール）
京都市南区 サービス業 有限会社　クニ美容
京都市南区 サービス業 拳蹴塾
京都市南区 サービス業 ゆうゆうヘアーサロン
京都市南区 サービス業 ウイツシンのママ
京都市南区 娯楽業 京都テルサフィットネスクラブ
京都市南区 娯楽業 トランス フィットネス
京都市南区 その他 株式会社ケイジパック
京都市南区 その他 久世工業団地協同組合
京都市南区 その他 クリエイティブスタジオ
京都市南区 その他 リヒト精光（株）本社
京都市南区 その他 一般社団法人　カウンセリングルームBigSmile
京都市南区 その他 りらくる京都南店
京都市南区 その他 株式会社 エム・アール・シー
京都市南区 その他 cafe,春の日
京都市南区 その他 保険デザイン ダイエー桂南店
京都市南区 その他 京都信用金庫　上鳥羽支店
京都市南区 その他 京都信用金庫　吉祥院支店
京都市南区 その他 京都信用金庫　九条支店
京都市南区 その他 京都信用金庫　十条支店
京都市南区 その他 イオン銀行イオンモール京都桂川店
京都市南区 その他 一般社団法人ガールスカウト京都府連盟
京都市南区 その他 山田司法書士事務所
京都市南区 その他 おく整骨院
京都市南区 その他 公益財団法人京都府スポーツ協会　スポーツ医・科学室
京都市南区 その他 株式会社ビクトリー自動車
京都市南区 その他 京都グローバル交通
京都市南区 その他 司法書士　柴垣誠仁事務所
京都市南区 その他 行政書士事務所Ｑ－ａｌｌ
京都市南区 その他 舞鶴倉庫株式会社　京都事業所
京都市南区 その他 医療法人清歯会　桂川浅井歯科医院
京都市南区 その他 KEiROW京都南区ステーション
京都市南区 その他 バグワティ　タージマハル
京都市南区 その他 うすだ接骨院・鍼灸院
京都市南区 その他 ゆにすてっぷ・東寺まち
京都市南区 その他 訪問看護ステーション　ユニネット・まちかど
京都市南区 その他 訪問介護まごのて洛南
京都市南区 その他 株式会社　大和商事
京都市南区 その他 ヤスダ歯科クリニック
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京都市南区 その他 祥洲書院(墨翔会)
京都市南区 その他 やまもと整骨院
京都市南区 その他 安田接骨院
京都市南区 その他 接骨院・鍼灸院　宝
京都市南区 その他 合同会社JYKManagement
京都市南区 その他 医療法人社団　景和会　大内眼科
京都市南区 その他 酒楽座いのうえ
京都市南区 その他 東歯科医院
京都市南区 その他 寺子屋らくーん
京都市南区 その他 国境のないお家ULU
京都市南区 その他 アイランドビューティーズフラスタジオ
京都市南区 その他 ＪＡ京都市　上鳥羽支店
京都市南区 その他 ＪＡ京都市　吉祥院支店
京都市南区 その他 京都営業所
京都市右京区 建設業 株式会社アクセス都市設計
京都市右京区 建設業 株式会社京北土木
京都市右京区 建設業 株式会社アラキ工務店　本社
京都市右京区 建設業 株式会社　山下工業
京都市右京区 建設業 有限会社山紀建設
京都市右京区 建設業 有限会社ニッケイ
京都市右京区 建設業 奥堀電工
京都市右京区 建設業 株式会社　匠
京都市右京区 建設業 株式会社　匠　(設計室)
京都市右京区 建設業 株式会社騎士コーポレーション
京都市右京区 建設業 株式会社騎士コーポレーション　集会場
京都市右京区 建設業 株式会社　上西工業
京都市右京区 建設業 株式会社ハウスタケカ
京都市右京区 建設業 株式会社タザワ電気　京都本社
京都市右京区 建設業 株式会社アラキ工務店　本社・第1工場
京都市右京区 建設業 株式会社アラキ工務店　第2工場
京都市右京区 建設業 株式会社アラキ工務店　第1倉庫
京都市右京区 建設業 株式会社アラキ工務店　第2倉庫
京都市右京区 建設業 八木電機
京都市右京区 建設業 久保工業所
京都市右京区 建設業 株式会社　正木工務店
京都市右京区 製造業 旬彩厨房　矢尾定
京都市右京区 製造業 株式会社イマジン
京都市右京区 製造業 嵯峩螺鈿・野村
京都市右京区 製造業 吉田食品
京都市右京区 製造業 ローケツ染・職人体験 やまもと
京都市右京区 製造業 株式会社中川パッケージ
京都市右京区 製造業 日新電機株式会社　本社工場
京都市右京区 製造業 井筒茶店
京都市右京区 製造業 株式会社東洋レーベル　本社（印刷事業部）
京都市右京区 製造業 株式会社SCREENホールディングス西京極事業所
京都市右京区 製造業 ㈱昭和商会　本社
京都市右京区 製造業 パティスリーヒロヤ京都太秦
京都市右京区 製造業 ブーランジェリー108京都五条店
京都市右京区 製造業 有限会社坂染工場
京都市右京区 製造業 株式会社栗山工房
京都市右京区 製造業 株式会社三橋製作所
京都市右京区 製造業 株式会社大谷建具工芸
京都市右京区 製造業 ことことのぱんや
京都市右京区 製造業 アート・ユニ
京都市右京区 製造業 ニ保工房
京都市右京区 製造業 株式会社　麗光
京都市右京区 製造業 株式会社エミュ・ラクサイ　ラ・コルテ本店
京都市右京区 製造業 ㈱三橋製作所
京都市右京区 製造業 ホッコー株式会社　京都支店
京都市右京区 製造業 ホッコー株式会社　京都支店　営業部
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京都市右京区 製造業 ホッコー株式会社　京都支店　製造部
京都市右京区 製造業 株式会社笹屋昌園
京都市右京区 製造業 三幸総研株式会社　本社工場
京都市右京区 製造業 株式会社 新岩村電機製作所
京都市右京区 運輸業 京都カーゴ軽自動車運送協同組合
京都市右京区 運輸業 安部タクシー
京都市右京区 運輸業 石原タクシー
京都市右京区 運輸業 岡島タクシー
京都市右京区 運輸業 小寺タクシー
京都市右京区 運輸業 近藤タクシー
京都市右京区 運輸業 株式会社　こだま運送
京都市右京区 運輸業 西都交通株式会社　右京営業所
京都市右京区 運輸業 京都バス株式会社
京都市右京区 運輸業 有限会社　川相運送
京都市右京区 運輸業 株式会社　嵯峨豆腐森嘉
京都市右京区 運輸業 個人あみかタクシー
京都市右京区 運輸業 有限会社アドプランニング
京都市右京区 卸売業 香茶房　京都
京都市右京区 卸売業 MINI SOFイオンモール京都五条店
京都市右京区 卸売業 買取専門店大吉　西院店　(株式会社かもめ）
京都市右京区 卸売業 株式会社ユタカ　本社
京都市右京区 卸売業 有限会社安本商店　本社
京都市右京区 卸売業 株式会社　内藤レースＡＧ
京都市右京区 卸売業 株式会社弥栄
京都市右京区 卸売業 集建産業株式会社
京都市右京区 小売業 マールブランシュ嵐山店　　　
京都市右京区 小売業 大垣書店　イオンモール京都五条店
京都市右京区 小売業 大垣書店　京都ファミリー店
京都市右京区 小売業 株式会社松栄堂　松栄堂嵐山香郷
京都市右京区 小売業 有限会社　亀屋廣清
京都市右京区 小売業 アトリエ　SHIBA
京都市右京区 小売業 (株)丸や　おちゃのこさいさい嵐山店
京都市右京区 小売業 くろちく嵐山店
京都市右京区 小売業 佐野屋総本店
京都市右京区 小売業 パティスリープロ―サム
京都市右京区 小売業 豆政　嵐山昇龍苑店
京都市右京区 小売業 自転車のきゅうべえ西院店
京都市右京区 小売業 丹山酒造 竹取物語店
京都市右京区 小売業 丹山酒造 嵐山昇龍苑店
京都市右京区 小売業 中央ゴム工業所
京都市右京区 小売業 京つけものもり　AKOGAREYA店
京都市右京区 小売業 京つけものもり　太秦本店
京都市右京区 小売業 京つけものもり　東映太秦映画村店
京都市右京区 小売業 京つけものもり　本社三条店
京都市右京区 小売業 京つけものもり　嵐山店
京都市右京区 小売業 京つけものもり　龍安寺店
京都市右京区 小売業 エディオン　京都ファミリー店
京都市右京区 小売業 ダイソー京福帷子ノ辻店
京都市右京区 小売業 ダイソー京都ファミリー店
京都市右京区 小売業 株式会社アルペン　ゴルフ５京都嵯峨店
京都市右京区 小売業 auショップイオンモール京都五条
京都市右京区 小売業 京都仁王門
京都市右京区 小売業 クニカ
京都市右京区 小売業 ジョーシン　京都１ばん館
京都市右京区 小売業 ソフトバンク西院
京都市右京区 小売業 リカーズ　大源
京都市右京区 小売業 株式会社　Yui Plus
京都市右京区 小売業 魚春　坂本商店
京都市右京区 小売業 京都電業株式会社
京都市右京区 小売業 御室和菓子いと達
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京都市右京区 小売業 新鮮食品館　アイハート西院店
京都市右京区 小売業 有限会社　内方表具店
京都市右京区 小売業 美方屋
京都市右京区 小売業 シンキ五条店
京都市右京区 小売業 ベルファム五条店
京都市右京区 小売業 嵐山いしかわ竹乃店
京都市右京区 小売業 ozocイオンモール京都五条店
京都市右京区 小売業 THE SHOPTKイオンモール京都五条店
京都市右京区 小売業 ハッシュアッシュイオンモール京都五条店
京都市右京区 小売業 イオンモール京都五条SHOO・LA・RUE
京都市右京区 小売業 グローバルセレクション イオンモール京都五条店
京都市右京区 小売業 銀閣寺　大西　イオンモール京都五条店
京都市右京区 小売業 銀閣寺　大西　嵯峨車折店
京都市右京区 小売業 銀閣寺　大西　さがの店
京都市右京区 小売業 銀閣寺　大西　パリティ店
京都市右京区 小売業 銀閣寺　大西　フレンドマート梅津店
京都市右京区 小売業 エムジー嵯峨車折店
京都市右京区 小売業 山本商店
京都市右京区 小売業 コープさがの
京都市右京区 小売業 コープパリティ
京都市右京区 小売業 ハンプティーダンプティーチャームイオンモール京都五条店
京都市右京区 小売業 ファイテンショップ京都ファミリー店
京都市右京区 小売業 イオンスタイル京都五条
京都市右京区 小売業 イオン京都西店
京都市右京区 小売業 京・嵐山  マルシェ
京都市右京区 小売業 ファルコ薬局五条店　イオンモール京都五条店
京都市右京区 小売業 ボン・マルシェ
京都市右京区 小売業 三田源栄堂
京都市右京区 小売業 西浅　葛野店
京都市右京区 小売業 西浅　西院店
京都市右京区 小売業 西浅　西京極店
京都市右京区 小売業 京つけもの西利　嵐山昇龍苑店
京都市右京区 小売業 (株)シンバコーポレーション　ひごつ堂
京都市右京区 小売業 スギ薬局　山ノ内店
京都市右京区 小売業 スギ薬局　常盤店
京都市右京区 小売業 補聴器・眼鏡工房よしの
京都市右京区 小売業 CouCou イオンモール京都五条
京都市右京区 小売業 井筒八ッ橋本舗　嵐山駅店
京都市右京区 小売業 ダックテール京都五条店
京都市右京区 小売業 京嵯峨野　竹路庵　本店
京都市右京区 小売業 京つけもの　川久　北尾商店
京都市右京区 小売業 株式会社近藤ふとん店
京都市右京区 小売業 有限会社やまき商会
京都市右京区 小売業 嵐山ちりん
京都市右京区 小売業 萬松洞
京都市右京区 小売業 登喜和
京都市右京区 小売業 中村屋　惣菜製作所
京都市右京区 小売業 モリタ屋龍安寺駅前店
京都市右京区 小売業 有限会社　いそべ電気
京都市右京区 小売業 みやけ 京都ファミリー店
京都市右京区 小売業 大和物産株式会社
京都市右京区 小売業 （株）Boulangerie山﨑
京都市右京区 小売業 本家西尾八ッ橋 嵐山店
京都市右京区 小売業 zarame　嵐山本店
京都市右京区 小売業 林木材店
京都市右京区 小売業 清水自転車　常盤店
京都市右京区 小売業 清水自転車　花園店
京都市右京区 小売業 TSUTAYA西院店
京都市右京区 小売業 株式会社　天龍堂
京都市右京区 小売業 サーティワンアイスクリーム京都五条店
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京都市右京区 小売業 さくら書房
京都市右京区 小売業 京都自動車西院店
京都市右京区 小売業 京都自動車西院ヤード
京都市右京区 小売業 さくらいや　龍安寺本店
京都市右京区 小売業 嵐山　ササヤイオリプラス
京都市右京区 小売業 株式会社サンウェーズ
京都市右京区 小売業 甘春堂 嵯峨野店
京都市右京区 小売業 うずまさふたば
京都市右京区 小売業 ウエストミュージックナエムラ
京都市右京区 小売業 チロル　イオン京都五条店
京都市右京区 小売業 AQUA JEWELRY マーサ
京都市右京区 小売業 竹内　陶遊
京都市右京区 小売業 メガネ・補聴器のギルド　梅津店
京都市右京区 小売業 メガネ・補聴器のギルド　常盤店
京都市右京区 小売業 メガネ・補聴器のギルド　嵯峨店
京都市右京区 小売業 メガネ・補聴器のギルド　西院店
京都市右京区 小売業 アスカ有機農園
京都市右京区 小売業 カオー宝石
京都市右京区 小売業 （有）森石材店
京都市右京区 小売業 有限会社森石材店
京都市右京区 小売業 今北自動車工業株式会社
京都市右京区 小売業 古都舞貴（和み座）
京都市右京区 小売業 きもの染織探訪
京都市右京区 小売業 京都市右京区西京極東側町28-13
京都市右京区 小売業 サンウェーズ
京都市右京区 小売業 メガネのノハラ　京都ファミリー店
京都市右京区 小売業 嵯峨野津田米穀
京都市右京区 小売業 有限会社　タナカヤ酒販店
京都市右京区 小売業 おーらい黒田屋
京都市右京区 小売業 ハイプライス
京都市右京区 小売業 株式会社マイタオル
京都市右京区 小売業 株式会社 サンウェーブ (移動販売)
京都市右京区 小売業 京つけもの富川
京都市右京区 小売業 ハイプラス
京都市右京区 不動産・賃貸業 イオンモール京都五条
京都市右京区 不動産・賃貸業 バイタルフォース・リアルエステート
京都市右京区 不動産・賃貸業 ケアサービスまたあした
京都市右京区 不動産・賃貸業 あおいコーポレーション
京都市右京区 宿泊業 一般財団法人京都ゼミナールハウス
京都市右京区 宿泊業 湯浅長　
京都市右京区 宿泊業 HOTEL ARROWS ARASHIYAMA
京都市右京区 宿泊業 ゲストハウスちはやふる
京都市右京区 宿泊業 ゲストハウス京都蚕ノ社
京都市右京区 宿泊業 すし米
京都市右京区 宿泊業 ホテルビナリオ嵯峨嵐山
京都市右京区 宿泊業 リゾートトラスト株式会社　サンメンバーズ京都嵯峨
京都市右京区 宿泊業 株式会社 清水
京都市右京区 宿泊業 株式会社 不動産東久
京都市右京区 宿泊業 株式会社M.M
京都市右京区 宿泊業 株式会社もみぢ家
京都市右京区 宿泊業 公立学校共済組合 嵐山保養所
京都市右京区 宿泊業 有限会社 高雄観光ホテル
京都市右京区 宿泊業 有限会社高雄錦水亭
京都市右京区 宿泊業 旅亭嵐月
京都市右京区 宿泊業 臨済宗妙心寺派
京都市右京区 宿泊業 ペンション マインドゲーム
京都市右京区 宿泊業 中東知実
京都市右京区 宿泊業 宗教法人 仁和寺 御室会館
京都市右京区 宿泊業 有限会社そば処やまざき
京都市右京区 宿泊業 (一財)京都ユースホステル協会



ステッカー交付一覧（2021/02/19）
所在地（市区町村） 業種区分 店舗・事業所名

京都市右京区 宿泊業 京都・嵐山　ご清遊の宿　らんざん
京都市右京区 宿泊業 京都嵯峨野山荘
京都市右京区 宿泊業 出版健康保険組合京都保養施設　すみのくら
京都市右京区 宿泊業 民宿　嵯峨　一休
京都市右京区 宿泊業 シャンブルドット  ルブラン
京都市右京区 宿泊業 ペンションK-yard
京都市右京区 宿泊業 時の彩
京都市右京区 宿泊業 徳平庵
京都市右京区 宿泊業 Royce Hanazono
京都市右京区 宿泊業 京都高辻ローズハイツ
京都市右京区 宿泊業 京都・鳴滝　恵川荘
京都市右京区 宿泊業 旅宿あたごや
京都市右京区 宿泊業 PIZZA MONSTAR
京都市右京区 宿泊業 有限会社ヴィ・スピリッツ
京都市右京区 宿泊業 京都マイペンション
京都市右京区 宿泊業 ゲストハウス　故郷の家
京都市右京区 飲食業 株式会社ＭＩＴＡＴＥ　嵐山ＭＩＴＡＴＥ
京都市右京区 飲食業 株式会社ＭＩＴＡＴＥ　龍のひげ
京都市右京区 飲食業 株式会社一花
京都市右京区 飲食業 京料理　矢尾定
京都市右京区 飲食業 串八　西院店
京都市右京区 飲食業 炭火×九州　ひごろっか
京都市右京区 飲食業 竹林の里
京都市右京区 飲食業 傳七　西院店
京都市右京区 飲食業 COCO　KYOTO　西院アトリエ（株式会社アクセスコーポレーション）

京都市右京区 飲食業 COCO　KYOTO　本社（株式会社アクセスコーポレーション）
京都市右京区 飲食業 eXcafe京都嵐山本店
京都市右京区 飲食業 Interior&cafe花色組(村田みさお)
京都市右京区 飲食業 お好み処くぬぎ（株式会社トレカラボ）　
京都市右京区 飲食業 開化亭
京都市右京区 飲食業 克
京都市右京区 飲食業 可否茶館
京都市右京区 飲食業 株式会社泉仙　泉仙嵯峨野店
京都市右京区 飲食業 株式会社ｴｰﾋﾟｰｶﾝﾊﾟﾆｰ塚田農場京都西院店
京都市右京区 飲食業 株式会社治元錦わらい西院店
京都市右京区 飲食業 株式会社治元ほっとけや西院店
京都市右京区 飲食業 ごはん日和帷子ノ辻店（株式会社ホーラク）
京都市右京区 飲食業 ごはん日和西京極店（株式会社ホーラク）
京都市右京区 飲食業 マクドナルド西大路五条店（有限会社空海コーポレーション）
京都市右京区 飲食業 嵐山五木茶屋
京都市右京区 飲食業 お好み焼き　鉄板焼き　はぬる
京都市右京区 飲食業 京料理　味生
京都市右京区 飲食業 佐野屋総本店　焼肉さの
京都市右京区 飲食業 ジャンボカラオケ広場　西院駅前店
京都市右京区 飲食業 大鯛寿司
京都市右京区 飲食業 チファジャ西院店
京都市右京区 飲食業 中央観光㈱嵐の亭
京都市右京区 飲食業 中央観光㈱奥の庭
京都市右京区 飲食業 中央観光㈱本通り店
京都市右京区 飲食業 天下一品　太秦店
京都市右京区 飲食業 久源（降矢守）
京都市右京区 飲食業 風味亭
京都市右京区 飲食業 焼肉　あり福
京都市右京区 飲食業 中央観光株式会社 良彌
京都市右京区 飲食業 愛奈
京都市右京区 飲食業 居酒屋いちや
京都市右京区 飲食業 西院わた邉
京都市右京区 飲食業 スナック友
京都市右京区 飲食業 和食さと　嵯峨店
京都市右京区 飲食業 和食さと　双ヶ丘店



ステッカー交付一覧（2021/02/19）
所在地（市区町村） 業種区分 店舗・事業所名

京都市右京区 飲食業 ワンダアカフェ
京都市右京区 飲食業 Sur
京都市右京区 飲食業 ミュージック&ダンス おしげ
京都市右京区 飲食業 ラウンジ愛
京都市右京区 飲食業 株式会社IMPACT
京都市右京区 飲食業 株式会社井筒八ッ橋本舗
京都市右京区 飲食業 株式会社熊彦
京都市右京区 飲食業 株式会社小川珈琲クリエイツ
京都市右京区 飲食業 株式会社辰馬コーポレーション
京都市右京区 飲食業 岩の海
京都市右京区 飲食業 魚倶楽部 錦はたなか
京都市右京区 飲食業 京料理　花ごころ
京都市右京区 飲食業 五平次
京都市右京区 飲食業 御室あげた亭
京都市右京区 飲食業 松籟庵
京都市右京区 飲食業 梅津 魚新
京都市右京区 飲食業 有限会社 錦
京都市右京区 飲食業 有限会社 石谷
京都市右京区 飲食業 有限会社 焙屋
京都市右京区 飲食業 有限会社いわを
京都市右京区 飲食業 おひつごはん四六時中　京都五条店
京都市右京区 飲食業 おやじの台所　友
京都市右京区 飲食業 こむぎ庵
京都市右京区 飲食業 そじ坊　京都五条イオンモール店
京都市右京区 飲食業 ちゃんぽん亭総本家 イオンモール京都五条店
京都市右京区 飲食業 バルベーラ
京都市右京区 飲食業 焼肉屋ふくろう
京都市右京区 飲食業 酒と魚とオトコマエ食堂　西院駅前店
京都市右京区 飲食業 鉄板食堂BARREL
京都市右京区 飲食業 餃子の王将 花園店
京都市右京区 飲食業 餃子の王将 西院店
京都市右京区 飲食業 餃子の王将 西大路五条店
京都市右京区 飲食業 餃子の王将 太秦店
京都市右京区 飲食業 餃子の王将 梅津段町店
京都市右京区 飲食業 MOSS株式会社
京都市右京区 飲食業 あわ津
京都市右京区 飲食業 かみのばし　らーめん大栄
京都市右京区 飲食業 ココス京都梅津店
京都市右京区 飲食業 拉麺BAR凸deko
京都市右京区 飲食業 株式会社でんでけ
京都市右京区 飲食業 株式会社松山閣
京都市右京区 飲食業 居酒屋 猪丸
京都市右京区 飲食業 居酒屋とよ
京都市右京区 飲食業 酒場じぇいむす西院店
京都市右京区 飲食業 酒房万吉
京都市右京区 飲食業 西京極バル　じゅんちゃん
京都市右京区 飲食業 無添くら寿司　京都外大前店
京都市右京区 飲食業 和風スナック すえふく
京都市右京区 飲食業 ぶった西院店
京都市右京区 飲食業 cucina　italiana　N＋1
京都市右京区 飲食業 かけはし株式会社
京都市右京区 飲食業 珈琲専門店トゥルービヨン
京都市右京区 飲食業 有限会社 阿じろ
京都市右京区 飲食業 株式会社渡月橋　レストラン嵐山
京都市右京区 飲食業 さくら厨房
京都市右京区 飲食業 鉄板焼居酒屋　そばかす
京都市右京区 飲食業 HoTBar+café
京都市右京区 飲食業 スマート珈琲店
京都市右京区 飲食業 株式会社デラミート
京都市右京区 飲食業 祇園 うえもり
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京都市右京区 飲食業 自家製麺 新渡月
京都市右京区 飲食業 西山ドライブウエイ株式会社 嵐山－高雄パークウエイ
京都市右京区 飲食業 有限会社琴きき茶屋
京都市右京区 飲食業 龍安寺　菜の花
京都市右京区 飲食業 Caf'e  & Bal　東寺家
京都市右京区 飲食業 居酒屋あおぎ屋
京都市右京区 飲食業 おいで家
京都市右京区 飲食業 ネスカフェ スタンド 西京極店
京都市右京区 飲食業 よこちゃん家
京都市右京区 飲食業 牛りきあん
京都市右京区 飲食業 茶菓えん寿
京都市右京区 飲食業 田谷憲生
京都市右京区 飲食業 野菜de肉　トンチョ
京都市右京区 飲食業 L.BAR
京都市右京区 飲食業 musiccafesoen@yahoo.co.jp
京都市右京区 飲食業 大力食堂
京都市右京区 飲食業 日本酒バー絆
京都市右京区 飲食業 ピカポロンツァ
京都市右京区 飲食業 一文字
京都市右京区 飲食業 活魚一品会席料理　やまかわ
京都市右京区 飲食業 洋食＆イタリアンきあっそ 　
京都市右京区 飲食業 AriCafe嵯峨焙煎所
京都市右京区 飲食業 cafe+boulangerie Doppo
京都市右京区 飲食業 ｃｏｆｆｅｅ　ｃｕｐ
京都市右京区 飲食業 アメマ本舗
京都市右京区 飲食業 勝由
京都市右京区 飲食業 有限会社ジェイコムジャパン　肉料理　松男塾　　
京都市右京区 飲食業 株式会社福寿園・福寿園　嵐山茶屋
京都市右京区 飲食業 喫茶エル
京都市右京区 飲食業 団五郎
京都市右京区 飲食業 鳥貴族　阪急西院駅前
京都市右京区 飲食業 鉄板工房　東亭
京都市右京区 飲食業 天寿園
京都市右京区 飲食業 天豊
京都市右京区 飲食業 KOREANKITCHEN　3匹の子豚　西大路五条店　
京都市右京区 飲食業 KOREANKITCHEN　3匹の子豚　山之内店　
京都市右京区 飲食業 株式会社鳥貴族　西院北店
京都市右京区 飲食業 株式会社鳥貴族　阪急西院駅前店
京都市右京区 飲食業 かめや西店
京都市右京区 飲食業 平野屋
京都市右京区 飲食業 和（なごみ）
京都市右京区 飲食業 げんちゃん
京都市右京区 飲食業 和食甘味かんざし　イオンモール京都五条店
京都市右京区 飲食業 STELLA
京都市右京区 飲食業 株式会社おかゆう　天下一品知恩院前店
京都市右京区 飲食業 喫茶店　カフェードタイム
京都市右京区 飲食業 成均館塾
京都市右京区 飲食業 茶房 ふる里
京都市右京区 飲食業 zozotte  plus
京都市右京区 飲食業 (株)シンバコーポレーション　ドット・ギャン
京都市右京区 飲食業 喫茶バンブー
京都市右京区 飲食業 Shot Bar Carlos
京都市右京区 飲食業 嵐山　なか川
京都市右京区 飲食業 三ちゃん
京都市右京区 飲食業 びあ蔵
京都市右京区 飲食業 ラウンジ希
京都市右京区 飲食業 JIZAKE漁火
京都市右京区 飲食業 CHAVATY kyoto arashiyama
京都市右京区 飲食業 Okaffe kyoto 嵐山
京都市右京区 飲食業 カフェドえむ
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京都市右京区 飲食業 中ノ島亭
京都市右京区 飲食業 遊月
京都市右京区 飲食業 嵐山　大市
京都市右京区 飲食業 嵐山亭
京都市右京区 飲食業 龍馬光路
京都市右京区 飲食業 GARAGE39CAFE
京都市右京区 飲食業 おぐら茶屋
京都市右京区 飲食業 豚菜喰
京都市右京区 飲食業 株式会社中川新産業「新八茶屋」
京都市右京区 飲食業 タイムテリア
京都市右京区 飲食業 トラットリアアッカ
京都市右京区 飲食業 にぎり長次郎　西京極店
京都市右京区 飲食業 こまめ食堂
京都市右京区 飲食業 にぎり忠次郎　嵯峨常盤店
京都市右京区 飲食業 INITY
京都市右京区 飲食業 いっせん亭
京都市右京区 飲食業 菜の介
京都市右京区 飲食業 西山艸堂
京都市右京区 飲食業 嵐山のむら
京都市右京区 飲食業 株式会社　佐近
京都市右京区 飲食業 株式会社京都吉兆
京都市右京区 飲食業 焼肉　大仙　西院店
京都市右京区 飲食業 (有)わか葉　「寿司わか葉」
京都市右京区 飲食業 風流茶亭　とが乃茶屋
京都市右京区 飲食業 bourgeois-bar
京都市右京区 飲食業 ｍａｍａ’ｓ＆ｐａｐａ’ｓ
京都市右京区 飲食業 味処　一休
京都市右京区 飲食業 菜葉季きんよね
京都市右京区 飲食業 のみ　くい　ぷちぃる
京都市右京区 飲食業 フジヤマプリン
京都市右京区 飲食業  66art
京都市右京区 飲食業 平岡八幡宮
京都市右京区 飲食業 カフェ　ホヌ
京都市右京区 飲食業 大本山 大覚寺
京都市右京区 飲食業 鳥居本　遊山
京都市右京区 飲食業 東林院
京都市右京区 飲食業 二尊院門前茶屋
京都市右京区 飲食業 嵐山　喜重郎
京都市右京区 飲食業 嵐山うどん　おづる
京都市右京区 飲食業 カジュアル鉄板　大地
京都市右京区 飲食業 茶房ひまわり京都西店
京都市右京区 飲食業 喫茶フレスコ
京都市右京区 飲食業 (有)B.company
京都市右京区 飲食業 かしわ
京都市右京区 飲食業 きらく食堂
京都市右京区 飲食業 よしだや
京都市右京区 飲食業 ザめしや西京極店
京都市右京区 飲食業 欧風キッチン　しのん
京都市右京区 飲食業 焼肉やる気　西大路五条店
京都市右京区 飲食業 CAFE & CASUALBAR JOUR
京都市右京区 飲食業 Snowflake
京都市右京区 飲食業 日本茶茶房　茶三楽
京都市右京区 飲食業 旅籠屋　
京都市右京区 飲食業 CHAVATY京都嵐山
京都市右京区 飲食業 おばんざいバー・ばどＢＡＤＯ
京都市右京区 飲食業 串料理　風
京都市右京区 飲食業 らーめん鶴武者
京都市右京区 飲食業 嵐山ぎゃあてい
京都市右京区 飲食業 おのみやす本舗
京都市右京区 飲食業 おふく
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京都市右京区 飲食業 こま屋
京都市右京区 飲食業 スターカフェチャンバラ　京都太秦店
京都市右京区 飲食業 忍者カフェ
京都市右京区 飲食業 喜らく
京都市右京区 飲食業 花見茶屋
京都市右京区 飲食業 居酒屋 くれしま 西院店 
京都市右京区 飲食業 おむろ松風
京都市右京区 飲食業 やく味屋
京都市右京区 飲食業 鉄板焼「観山」
京都市右京区 飲食業 来来亭　四条葛野大路店  
京都市右京区 飲食業 やきとり大吉
京都市右京区 飲食業 居酒屋ふくろう
京都市右京区 飲食業 天龍寺 篩月
京都市右京区 飲食業 ディッパーダン　イオンモール京都五条店
京都市右京区 飲食業 来来亭太秦店
京都市右京区 飲食業 kabe家
京都市右京区 飲食業 牛本家岡田屋
京都市右京区 飲食業 手打ち蕎麦　京蕪庵
京都市右京区 飲食業 中和。
京都市右京区 飲食業 有限会社　和風レストランけいほく　
京都市右京区 飲食業 Arrows
京都市右京区 飲食業 Café RanZan
京都市右京区 飲食業 STEAK OTSUKA
京都市右京区 飲食業 インドレストランサーガル
京都市右京区 飲食業 ピカいち
京都市右京区 飲食業 めし居酒屋　千ちゃん
京都市右京区 飲食業 串龍
京都市右京区 飲食業 沙門
京都市右京区 飲食業 塚田農場京都西院店
京都市右京区 飲食業 OBU　CAFE
京都市右京区 飲食業 かつ麦　京都ファミリー店
京都市右京区 飲食業 喫茶FRONT
京都市右京区 飲食業 スナックねね
京都市右京区 飲食業 らーめん嵐
京都市右京区 飲食業 ラウンジジール
京都市右京区 飲食業 海鮮居酒屋憩
京都市右京区 飲食業 媽媽菜館六花　京都外大前店
京都市右京区 飲食業 しちりん屋 山ノ内店
京都市右京区 飲食業 やきとりやきとんとりこ
京都市右京区 飲食業 紅茶専門店Anna Maria
京都市右京区 飲食業 小川珈琲　葛野大路店
京都市右京区 飲食業 からはげ
京都市右京区 飲食業 めん処こばやし
京都市右京区 飲食業 リンガーハット京都ファミリー店
京都市右京区 飲食業 京富
京都市右京区 飲食業 夢中屋
京都市右京区 飲食業 鮎の宿つたや
京都市右京区 飲食業 一休庵’S
京都市右京区 飲食業 SECONDHOUSEイオンモール京都五条店
京都市右京区 飲食業 磯野梅三郎　(株式会社スマイルキッチン）
京都市右京区 飲食業 がんばり
京都市右京区 飲食業 なるせ
京都市右京区 飲食業 まめものとたい焼
京都市右京区 飲食業 株式会社 濱登久
京都市右京区 飲食業 嵐山 大善
京都市右京区 飲食業 MINI SOFイオンモール京都五条店
京都市右京区 飲食業 NOVECCHIO西院
京都市右京区 飲食業 チャニーカツラ
京都市右京区 飲食業 呑み処赤まる
京都市右京区 飲食業 串とテール煮 様様 西院店 
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京都市右京区 飲食業 You膳
京都市右京区 飲食業 キネマ・キッチン
京都市右京区 飲食業 串揚げ　うまいもんや　あだち
京都市右京区 飲食業 広島焼き　やきべえ
京都市右京区 飲食業 割烹竹下
京都市右京区 飲食業 鶏いん
京都市右京区 飲食業 赤マンマ
京都市右京区 飲食業 相生餅
京都市右京区 飲食業 大河内山荘庭園
京都市右京区 飲食業 有限会社　おきな
京都市右京区 飲食業 焼肉酒家　絆
京都市右京区 飲食業 ビッグボーイ宇多野店
京都市右京区 飲食業 鎌倉パスタ　イオンモール京都五条店
京都市右京区 飲食業 喰う道　西院店
京都市右京区 飲食業 尚
京都市右京区 飲食業 SL ROMAN CAFE 
京都市右京区 飲食業 株式会社とりたに 麺処　鶏谷
京都市右京区 飲食業 株式会社とりたに 麺料理 鶏谷
京都市右京区 飲食業 京都嵯峨野 maison matcha cafe
京都市右京区 飲食業 京都嵯峨野　京まつり　亀岡店
京都市右京区 飲食業 京都嵯峨野　京まつり　嵯峨野店
京都市右京区 飲食業 京都嵯峨野　竹取茶屋　総本家
京都市右京区 飲食業 湯豆腐　嵯峨野
京都市右京区 飲食業 Cook! a doodle doo
京都市右京区 飲食業 キッチン味晴亭
京都市右京区 飲食業 ぼくらの食堂
京都市右京区 飲食業 もひち
京都市右京区 飲食業 かんしゃ歓げい
京都市右京区 飲食業 ともしび
京都市右京区 飲食業 株式会社弥栄　竹とり本店
京都市右京区 飲食業 甘味カフェふらっと
京都市右京区 飲食業 篝
京都市右京区 飲食業 りらっくま茶房　嵐山店
京都市右京区 飲食業 平八鮓
京都市右京区 飲食業 タリーズコーヒー嵐電嵐山駅店
京都市右京区 飲食業 レストランゆげ
京都市右京区 飲食業 カフェハルディン
京都市右京区 飲食業 すき家　四条梅津店
京都市右京区 飲食業 モスバーガーイオンモール京都五条店
京都市右京区 飲食業 モスバーガー西院店
京都市右京区 飲食業 井筒八ッ橋本舗　四季庵
京都市右京区 飲食業 鮨べろ 京都西院店
京都市右京区 飲食業 5＆co.　
京都市右京区 飲食業 Bar High Five
京都市右京区 飲食業 Lily
京都市右京区 飲食業 食堂　肉左衛門
京都市右京区 飲食業 焼肉　大黒戎
京都市右京区 飲食業 食道楽
京都市右京区 飲食業 多津美
京都市右京区 飲食業 京蕪庵
京都市右京区 飲食業 和風レストランけいほく
京都市右京区 飲食業 梵梵
京都市右京区 飲食業 お好み焼　鉄板焼　ろぐ　西大路五条店
京都市右京区 飲食業 なか卯　三条帷子ノ辻店
京都市右京区 飲食業 なか卯　西院店
京都市右京区 飲食業 なか卯　西京極七条店
京都市右京区 飲食業 高雄茶屋
京都市右京区 飲食業 Snow Peak LANDSTATION KYOTO ARASHIYAMA
京都市右京区 飲食業 パンとエスプレッソと嵐山庭園
京都市右京区 飲食業 発酵食堂カモシカ
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京都市右京区 飲食業 京豆庵　嵯峨嵐山店
京都市右京区 飲食業 京華苑
京都市右京区 飲食業 株式会社アクセスコーポレーションCOCO KYOTO　西院店
京都市右京区 飲食業 株式会社アクセスコーポレーションCOCO KYOTO　五条店
京都市右京区 飲食業 丸武河合
京都市右京区 飲食業 イタリアンバルTreotto西院店
京都市右京区 飲食業 松屋　京都西院店
京都市右京区 飲食業 うまみりゅう
京都市右京区 飲食業 小だるま阪急西院店
京都市右京区 飲食業 小倉山ちゃみせ　京ひみこ
京都市右京区 飲食業 お昼ごはんカフェKOTOKOTO
京都市右京区 飲食業 ラビアンローズ
京都市右京区 飲食業 炭火焼肉よっかわ
京都市右京区 飲食業 ジョイフル　京都西京極店
京都市右京区 飲食業 おふくろ
京都市右京区 飲食業 さいもん
京都市右京区 飲食業 MOMICAFE
京都市右京区 飲食業 じょうたつ屋
京都市右京区 飲食業 茶寮　弁治
京都市右京区 飲食業 つけ麺　京都わたなべ
京都市右京区 飲食業 レストランOKAMOTO
京都市右京区 飲食業 焼肉もりたけ
京都市右京区 飲食業 いの花
京都市右京区 飲食業 いわもと
京都市右京区 飲食業 をりかみ
京都市右京区 飲食業 かづき
京都市右京区 飲食業 バーオーバーグラウンド
京都市右京区 飲食業 サルベージ
京都市右京区 飲食業 ライブ＆酒　ネガポジ
京都市右京区 飲食業 カフェ　マノワール
京都市右京区 飲食業 華串　達
京都市右京区 飲食業 Ｒ
京都市右京区 飲食業 赤星
京都市右京区 飲食業 株式会社AXUA うま小屋
京都市右京区 飲食業 炭のクチ
京都市右京区 飲食業 MUSIC CAFE SOEN
京都市右京区 飲食業 茜屋
京都市右京区 飲食業 文助
京都市右京区 飲食業 洋食 西原
京都市右京区 飲食業 kitchenまりしゃん
京都市右京区 飲食業 ゆるり割烹藤茂
京都市右京区 飲食業 活魚料理なかじま
京都市右京区 飲食業 ハイキング
京都市右京区 飲食業 和食　青空
京都市右京区 飲食業 和音堂
京都市右京区 飲食業 お好み焼鉄板焼まるちゃん
京都市右京区 飲食業 かつ麦　イオン京都五条店
京都市右京区 飲食業 新八よし
京都市右京区 飲食業 CafeGROWArashiyama
京都市右京区 飲食業 ラーメン親爺
京都市右京区 飲食業 焼きそばとハイボール　パック
京都市右京区 飲食業 がんば
京都市右京区 飲食業 サンガ
京都市右京区 飲食業 得喰ん
京都市右京区 飲食業 あじひろ　本店
京都市右京区 飲食業 あじひろ　西院店
京都市右京区 飲食業 居酒屋ココロ
京都市右京区 飲食業 ヤキトリ鶏ヤ
京都市右京区 飲食業 Birreria Donnola
京都市右京区 飲食業 OKAGE
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京都市右京区 飲食業 oto
京都市右京区 飲食業 樫尾酒店
京都市右京区 飲食業 粋造処　向日葵
京都市右京区 飲食業 西院のどんつき
京都市右京区 飲食業 Surf Bar NAZARE
京都市右京区 飲食業 じゅん平
京都市右京区 飲食業 ラウンジM
京都市右京区 飲食業 山ノ内マンマル
京都市右京区 飲食業 焼肉　モラン
京都市右京区 飲食業 赤べこ
京都市右京区 飲食業 A.J.garage
京都市右京区 飲食業 bar en
京都市右京区 飲食業 rumble.11
京都市右京区 飲食業 snack珊瑚
京都市右京区 飲食業 あじひろ
京都市右京区 飲食業 カラオケパブ160
京都市右京区 飲食業 キッチン　らくらく
京都市右京区 飲食業 ご馳走家なか栄　
京都市右京区 飲食業 スナック　ちいこ
京都市右京区 飲食業 立呑み　才
京都市右京区 飲食業 立ち呑みロミン
京都市右京区 飲食業 タチノミンチ
京都市右京区 飲食業 泰山木　四富会館
京都市右京区 飲食業 麵屋　黒船
京都市右京区 飲食業 焼鳥ささ家ん
京都市右京区 飲食業 ラウンジ　アントレ
京都市右京区 飲食業 ロカンダきだや
京都市右京区 飲食業 喫茶グッド
京都市右京区 飲食業 居酒家  酒楽
京都市右京区 飲食業 酒菜家わんど
京都市右京区 飲食業 焼き鳥　ステラ
京都市右京区 飲食業 都そば　西院巽町店
京都市右京区 飲食業 同上
京都市右京区 飲食業 呑処はる
京都市右京区 飲食業 翁　京都円町店
京都市右京区 飲食業 おこしやす すわ
京都市右京区 飲食業 さがのや
京都市右京区 飲食業 スミレ
京都市右京区 飲食業 鉄板焼あじしん
京都市右京区 飲食業 天神川ダイナー
京都市右京区 飲食業 とりそばささ
京都市右京区 飲食業 僕のタコス
京都市右京区 飲食業 ラーメンぽっぽや
京都市右京区 飲食業 一心鍋
京都市右京区 飲食業 居酒屋おっぺけ亭
京都市右京区 飲食業 居酒屋茂とみ
京都市右京区 飲食業 炭火焼鳥　鶏心
京都市右京区 飲食業 Il Sole e la Luna 
京都市右京区 飲食業 居酒屋誠
京都市右京区 飲食業 株式会社丸太町商事
京都市右京区 飲食業 カラオケ歌ぇ門
京都市右京区 飲食業 京・ホルモン大社
京都市右京区 飲食業 すし磯
京都市右京区 飲食業 日本食柔坐
京都市右京区 飲食業 にんじん食堂うずまさ
京都市右京区 飲食業 はたけ
京都市右京区 飲食業 花芳有限会社
京都市右京区 飲食業 濱富美
京都市右京区 飲食業 万輔
京都市右京区 飲食業 みさき
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京都市右京区 飲食業 海鮮居酒屋　ランラン
京都市右京区 飲食業 水月亭
京都市右京区 飲食業 妖怪倶楽部
京都市右京区 飲食業 Genesis Block Bar
京都市右京区 飲食業 minimom邸
京都市右京区 飲食業 mom亭
京都市右京区 飲食業 お食事処　みのり
京都市右京区 飲食業 お食事処葵
京都市右京区 飲食業 カラオケ・スナック　わいず
京都市右京区 飲食業 カラオケ居酒屋あかしんごう(（有）日本エーエスジー)
京都市右京区 飲食業 ガラムマサシ
京都市右京区 飲食業 スナック　うさぎ
京都市右京区 飲食業 中川餃子
京都市右京区 飲食業 野菜ｄｅトンチョ
京都市右京区 飲食業 ロマーナ
京都市右京区 飲食業 居酒屋連
京都市右京区 飲食業 金ちゃん
京都市右京区 飲食業 創作串 さいもん
京都市右京区 飲食業 網焼き 雅
京都市右京区 飲食業 居酒屋八丁堀
京都市右京区 飲食業 サスライのカンテキ　西院酒場
京都市右京区 飲食業 スナックやえ
京都市右京区 飲食業 はまや港
京都市右京区 飲食業 お好み焼きまつみ
京都市右京区 飲食業 かめや本家
京都市右京区 飲食業 ラウンジ　花梨
京都市右京区 飲食業 京の料理辰樹
京都市右京区 飲食業 秘密キッチン アジト
京都市右京区 飲食業 Bee
京都市右京区 飲食業 麺屋さん田
京都市右京区 飲食業 Lounge アリババ
京都市右京区 飲食業 お好焼き　秀吉
京都市右京区 飲食業 キッチンTON
京都市右京区 飲食業 シアワセ横丁
京都市右京区 飲食業 寿海 梅津店
京都市右京区 飲食業 西院vegebon
京都市右京区 飲食業 BAR G3
京都市右京区 飲食業 リエット RIET
京都市右京区 飲食業 ろくだい
京都市右京区 飲食業 JOJO PUB
京都市右京区 飲食業 YOUR
京都市右京区 飲食業 炭焼商店おまる
京都市右京区 飲食業 お好み焼だいちゃん
京都市右京区 飲食業 キラメキ　チキンハート
京都市右京区 飲食業 嵐山お庭カフェ
京都市右京区 飲食業 天ぷらバル　天龍
京都市右京区 飲食業 たむら
京都市右京区 飲食業 焼肉　やまぎし
京都市右京区 飲食業 おたやん
京都市右京区 飲食業 夜来香　西京極店
京都市右京区 飲食業 とも盛
京都市右京区 飲食業 酒肴処たいちろうや
京都市右京区 飲食業 朔
京都市右京区 飲食業 絵美寿
京都市右京区 飲食業 KAM'S KYOTO
京都市右京区 飲食業 鉄板焼ひので
京都市右京区 飲食業 ひもで
京都市右京区 飲食業 わらべ
京都市右京区 飲食業 たこ焼　粉魂
京都市右京区 飲食業 旬菜はし本
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京都市右京区 飲食業 M's Arome
京都市右京区 飲食業 中華料理　味の道
京都市右京区 飲食業 ラーメン創房ぱこ
京都市右京区 飲食業 燁（アキ）
京都市右京区 飲食業 シャルル
京都市右京区 飲食業 居酒屋こうちゃん
京都市右京区 飲食業 若菜そば阪急西京極店
京都市右京区 飲食業 Ｙｏｕ膳
京都市右京区 飲食業 西院イタリアン　N＋1
京都市右京区 飲食業 居酒屋 KIMAGURE
京都市右京区 飲食業 Bar Lu
京都市右京区 飲食業 ラウンジバー　ダウト
京都市右京区 飲食業 ミニュイ　２
京都市右京区 飲食業 ダルマサラ
京都市右京区 飲食業 MAHA CURRY 嵯峨嵐山店
京都市右京区 飲食業 ラーメン荘地球規模で考えろソラ
京都市右京区 飲食業 カラオケダイニング咲くら
京都市右京区 飲食業 ボードゲームカフェ　comedy
京都市右京区 飲食業 水月
京都市右京区 飲食業 薩摩
京都市右京区 飲食業 居酒ふる里
京都市右京区 飲食業 YumeWoKatareKyoto
京都市右京区 飲食業 喫茶さいわい
京都市右京区 飲食業 Ｃｏｆｆｅｅ　Ｂａｓｅ　ＫＡＮＯＮＤＯ
京都市右京区 飲食業 ナイトバー　ＨＯＲＩＯＫＡ
京都市右京区 飲食業 美渓
京都市右京区 飲食業 嵯峨一久
京都市右京区 飲食業 にし野
京都市右京区 飲食業 丸亀製麺京都ファミリー
京都市右京区 飲食業 丸亀製麺イオンモール京都五条
京都市右京区 飲食業 ケンッタキー・フライド・チキン　西京極店
京都市右京区 飲食業 ケンッタキー・フライド・チキン　イオンモール京都五条店
京都市右京区 飲食業 ケンタッキーフライドチキン嵯峨野店
京都市右京区 飲食業 ケンタッキー・フライド・チキン　西京極店
京都市右京区 飲食業 ケンタッキー・フライド・チキン　イオンモール京都五条店
京都市右京区 飲食業 すし成田屋
京都市右京区 飲食業 焼肉有楽
京都市右京区 飲食業 福泰厨房京都ファミリー店
京都市右京区 飲食業 cafe bruxa
京都市右京区 飲食業 COMODO
京都市右京区 飲食業 味処　よしむら
京都市右京区 飲食業 お好み焼き鉄板焼きたかみ
京都市右京区 飲食業 infini8
京都市右京区 飲食業 旬菜ゆう庵
京都市右京区 飲食業 HELLO!TEA京都ファミリー店
京都市右京区 飲食業 鉄板焼　日の出
京都市右京区 飲食業 タマゴトアテ
京都市右京区 飲食業 とり亭
京都市右京区 飲食業 うふふ
京都市右京区 飲食業 ブレットガーデン　イオンモール京都五条店店
京都市右京区 飲食業 アンジュドール
京都市右京区 飲食業 ちゃんこ　串虎
京都市右京区 飲食業 食べ処　味樹
京都市右京区 飲食業 宝屋
京都市右京区 飲食業 ぼるた
京都市右京区 飲食業 ミスタードーナツ　京都ファミリー
京都市右京区 飲食業 Riko
京都市右京区 飲食業 デスペラード
京都市右京区 飲食業 山陵汀
京都市右京区 飲食業 大力餅食堂
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京都市右京区 飲食業 居酒屋　姉妹
京都市右京区 飲食業 カラオケ居酒屋よりみち
京都市右京区 飲食業 小川亭
京都市右京区 飲食業 酒うまし肴うまし強
京都市右京区 飲食業 そば処　ひこ
京都市右京区 飲食業 涼風
京都市右京区 飲食業 caffellatte 
京都市右京区 飲食業 レストランマレンゴ
京都市右京区 飲食業 さぶちゃん
京都市右京区 飲食業 布
京都市右京区 飲食業 カフェなごみ
京都市右京区 飲食業 Pizzeria LUGARA
京都市右京区 飲食業 57 Kitchen
京都市右京区 飲食業 MUNI LA TERRASSE
京都市右京区 飲食業 MUNI ALAIN DUCASSE
京都市右京区 飲食業 MUNI LA BOUTIQUE
京都市右京区 飲食業 サイゼリヤ 京都西京極店
京都市右京区 飲食業 サイゼリヤ 京都西院駅前店
京都市右京区 飲食業 いただき　BAJU
京都市右京区 飲食業 二代目　これでもかっ‼
京都市右京区 飲食業 カラオケシエル
京都市右京区 飲食業 路
京都市右京区 飲食業 スナック　園子
京都市右京区 飲食業 嵐山そうすけ
京都市右京区 飲食業 広東料理　開花
京都市右京区 飲食業 割烹はやし
京都市右京区 飲食業 魚太
京都市右京区 飲食業 エラマサ
京都市右京区 飲食業 新福菜館天神川店
京都市右京区 飲食業 嵯峨野湯
京都市右京区 飲食業 プロムナードカフェ西院店
京都市右京区 飲食業 そば処　いさむ
京都市右京区 飲食業 松風
京都市右京区 飲食業 かわ瀬
京都市右京区 飲食業 米鞠
京都市右京区 飲食業 手づくりおかず
京都市右京区 飲食業 韓国屋台料理とナッコプセのお店ナム西院店
京都市右京区 飲食業 なお道　梅津店
京都市右京区 飲食業 酒肴処たむら
京都市右京区 飲食業 喫茶軽食　ぴちぴち金魚
京都市右京区 飲食業 フローライトビル地下1階
京都市右京区 飲食業 米毬　コマリ
京都市右京区 飲食業 「よし」
京都市右京区 飲食業 天ぷら松
京都市右京区 飲食業 串家物語　イオンモール京都五条
京都市右京区 飲食業 京都ファミリー食堂
京都市右京区 飲食業 居酒屋　たかくら
京都市右京区 飲食業 天鳳
京都市右京区 飲食業 リトルハウス
京都市右京区 飲食業 八剣伝　京都外大前店
京都市右京区 飲食業 味処久
京都市右京区 飲食業 激辛中華専門店～みんめい～
京都市右京区 飲食業 茶の間　あきし乃
京都市右京区 サービス業 Tendem　Trip　嵐山ベース
京都市右京区 サービス業 トコナッツ（トコナッツオーシャンズ株式会社）
京都市右京区 サービス業 株式会社京動開発（さがの温泉　天山の湯）
京都市右京区 サービス業 カラオケBOX音屋
京都市右京区 サービス業 ヤスイスーパークリーン
京都市右京区 サービス業 京進スクール・ワン 常盤教室
京都市右京区 サービス業 京進スクール・ワン 西院教室
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京都市右京区 サービス業 京進スクール・ワン 西京極教室
京都市右京区 サービス業 京進スクール・ワン 梅津教室
京都市右京区 サービス業 京進スクール・ワン 帷子ノ辻教室
京都市右京区 サービス業 京進小中部 右京校
京都市右京区 サービス業 京進小中部 外大前校
京都市右京区 サービス業 京都フレッシュ観光
京都市右京区 サービス業 京都総合旅行
京都市右京区 サービス業 エステインまどか
京都市右京区 サービス業 ハクジュプラザ嵯峨野店
京都市右京区 サービス業 ボルボ・カー京都
京都市右京区 サービス業 ボルボ・セレクト京都
京都市右京区 サービス業 京都中央行政書士事務所
京都市右京区 サービス業 西院ネイル　REETHI MM
京都市右京区 サービス業 copain
京都市右京区 サービス業 Ohanaこども園
京都市右京区 サービス業 QBハウス　イオンモール京都五条店
京都市右京区 サービス業 エミヤ美容室
京都市右京区 サービス業 さつき鍼灸整骨院　西京極院
京都市右京区 サービス業 ヘアークリエーションタカギ
京都市右京区 サービス業 ヘアーサロン　ナカガワ　BE-BOY
京都市右京区 サービス業 保育ルームOhana
京都市右京区 サービス業 小林理容院
京都市右京区 サービス業 理容プラージュ西院店
京都市右京区 サービス業 かっと屋シュヴー
京都市右京区 サービス業 カラオケ居酒屋　あれ家これ家
京都市右京区 サービス業 ゴールフリー　太秦教室　
京都市右京区 サービス業 ゴールフリー　太秦天神川教室
京都市右京区 サービス業 ゴールフリー　常盤教室
京都市右京区 サービス業 ゴールフリー　西院教室
京都市右京区 サービス業 成基学園　四条西院教室
京都市右京区 サービス業 ハヤトウクリーニング店
京都市右京区 サービス業 株式会社高津商会
京都市右京区 サービス業 株式会社ベリー・プロジェクト
京都市右京区 サービス業 DEAL
京都市右京区 サービス業 a.v.v noble standard イオンモール京都五条店
京都市右京区 サービス業 Hawaiian Relaxation Salon Wisteria Lima
京都市右京区 サービス業 ブルートレイン京都店
京都市右京区 サービス業 ジェイエステティック 西院店
京都市右京区 サービス業 中井康道税理士事務所
京都市右京区 サービス業 美容室イレブンカット　五条西小路店
京都市右京区 サービス業 POLA THE BEAUTY イオンモール京都五条店
京都市右京区 サービス業 サージュ美容室
京都市右京区 サービス業 菅測量設計株式会社
京都市右京区 サービス業 ECC外語学院　西院校
京都市右京区 サービス業 POLA THE BEAUTY 太秦天神川店
京都市右京区 サービス業 株式会社　スイトピア
京都市右京区 サービス業 洛西自動車本社工場　高雄給油所
京都市右京区 サービス業 (株)スイトピア
京都市右京区 サービス業 有限会社ジェイコムジャパン　ＫＩＮＧゴルフクリニック
京都市右京区 サービス業 有限会社ジェイコムジャパン　ジェイコムジャパンゴルフスクール
京都市右京区 サービス業 ㈱カーニバル　カーニバルクリーニング太秦店
京都市右京区 サービス業 ㈱カーニバル　カーニバルクリーニング葛野店
京都市右京区 サービス業 ㈱カーニバル　カーニバルクリーニングコープパリティ店
京都市右京区 サービス業 ㈱カーニバル　カーニバルクリーニング新丸太町店
京都市右京区 サービス業 ㈱カーニバル　カーニバルクリーニング西院店
京都市右京区 サービス業 ㈱カーニバル　カーニバルクリーニング西京極店
京都市右京区 サービス業 関西個別指導学院　西院教室
京都市右京区 サービス業 マリコ美容室
京都市右京区 サービス業 rule　花園サロン
京都市右京区 サービス業 株式会社モーリス　
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京都市右京区 サービス業 堀川鍼灸・接骨院
京都市右京区 サービス業 木村クリーニング店
京都市右京区 サービス業 (有)氏政クリーニング店　氏政クリーニング七条店
京都市右京区 サービス業 (有)氏政クリーニング店　氏政クリーニング店
京都市右京区 サービス業 ＆Lief(アンドリーフ)
京都市右京区 サービス業 美容室ムッシュヘアークラブ
京都市右京区 サービス業 南春クリーニング
京都市右京区 サービス業 オートクチュールランコントレ
京都市右京区 サービス業 オートクチュールランコントレ　西京極店
京都市右京区 サービス業 Fレンタカーみやこ株式会社　京都店
京都市右京区 サービス業 サクラヤクリーニング
京都市右京区 サービス業 ヘアープラザ
京都市右京区 サービス業 バジェットレンタカー京都西五条店
京都市右京区 サービス業 モードケイズ西院店
京都市右京区 サービス業 ヘアエステティック　ピース
京都市右京区 サービス業 Lakshmi薫森館
京都市右京区 サービス業 NPO法人京都難病支援パッショーネ
京都市右京区 サービス業 ストローク
京都市右京区 サービス業 ラフィネ　京都ファミリー店
京都市右京区 サービス業 ラフィネプリュス　イオンモール京都五条店
京都市右京区 サービス業 Nails Selfish 
京都市右京区 サービス業 株式会社　Isis　アービング
京都市右京区 サービス業 きんき安全自動車学校
京都市右京区 サービス業 そろばん塾ピコ西院校
京都市右京区 サービス業 株式会社　竹原美創　　フィスココヘアー・ピエール
京都市右京区 サービス業 カラオケレインボー西京極店
京都市右京区 サービス業 楽奏-gasso music studio-
京都市右京区 サービス業 Yoga Studio Shanti Kei
京都市右京区 サービス業 大清クリーニング本店
京都市右京区 サービス業 ココヘアー
京都市右京区 サービス業 タイセイクリーニング常盤店
京都市右京区 サービス業 Gate 2nd
京都市右京区 サービス業 クリエイティブスペースGate
京都市右京区 サービス業 ヘアーサロンかわづ
京都市右京区 サービス業 カレーハウスCoco壱番屋 右京梅津段町店
京都市右京区 サービス業 クリーニングぴいぷる嵯峨店
京都市右京区 サービス業 クリーニングぴいぷる天神川本店
京都市右京区 サービス業 クリーニングぴいぷる羽渕店
京都市右京区 サービス業 ぴいぷる嵯峨野店
京都市右京区 サービス業 ぴいぷる広沢店
京都市右京区 サービス業 Thoughtful
京都市右京区 サービス業 株式会社　絆
京都市右京区 サービス業 ビューティサロンサラ
京都市右京区 サービス業 茶道体験　和　嵐山店
京都市右京区 サービス業 テニススクール・ノア京都西
京都市右京区 サービス業 クリーデンス ツーリスト ビューロー
京都市右京区 サービス業 かわよし
京都市右京区 サービス業 株式会社Ｌａｎａｉ　京都営業所
京都市右京区 サービス業 美容室エリナ
京都市右京区 サービス業 トリムハウス整体院
京都市右京区 サービス業 ダイヤハウス整体院
京都市右京区 サービス業 ギンザセイタイイン
京都市右京区 サービス業 九鬼会計事務所
京都市右京区 サービス業 美容室みっちゃん
京都市右京区 サービス業 理容　ナカムラ
京都市右京区 サービス業 メナードフェイシャルサロン広沢
京都市右京区 サービス業 株式会社　竹原美創　　フィスココヘアー
京都市右京区 サービス業 株式会社　竹原美創　　ピエールヘアー
京都市右京区 サービス業 ビューティーサロン　MIYA
京都市右京区 サービス業 株式会社　マネジメント横溝
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京都市右京区 サービス業 Barber N
京都市右京区 サービス業 株式会社　二葉自動車工作所
京都市右京区 サービス業 株式会社　ひかり
京都市右京区 サービス業 有限会社マツイｺｲﾝﾗﾝﾄﾞﾘｰ ぴいぷる嵯峨野店
京都市右京区 サービス業 トロッコおじさんのレンタサイクル
京都市右京区 サービス業 ラ・ケア
京都市右京区 サービス業 髪芝居
京都市右京区 サービス業 L.BAR
京都市右京区 サービス業 MUGEN整骨院　京都外大前
京都市右京区 サービス業 （株）宝島・AMURINO-en
京都市右京区 サービス業 サイクルショップエイリン 四条店
京都市右京区 サービス業 京華苑
京都市右京区 サービス業 PAヨガスタジオ
京都市右京区 サービス業 理容室トミヤ
京都市右京区 サービス業 美容室スイング
京都市右京区 サービス業 山二機械商会
京都市右京区 サービス業 右京営業所
京都市右京区 サービス業 野間ガスサービス　株式会社　嵯峨事業所
京都市右京区 サービス業 五力工房
京都市右京区 サービス業 ヘアーアンドフェイス　フィール
京都市右京区 サービス業 DRESS HAIR
京都市右京区 サービス業 麻田整体
京都市右京区 サービス業 ジャンヌ　美容室
京都市右京区 サービス業 カラオケスナック秘密の花園
京都市右京区 サービス業 サロンド巴里
京都市右京区 サービス業 クローバーキャンピングカーレンタル京都店
京都市右京区 サービス業 手もみ総本店嵯峨店
京都市右京区 サービス業 Healing Arts RaMaDaSa
京都市右京区 サービス業 salon de JUN
京都市右京区 サービス業 どんぐり鍼灸整骨院
京都市右京区 サービス業 氏政クリーニング　梅津店
京都市右京区 サービス業 阪井接骨院
京都市右京区 サービス業 アイトラベルプランニング
京都市右京区 娯楽業 つり池 弁慶
京都市右京区 娯楽業 やまごえ温水プール
京都市右京区 娯楽業 東映太秦映画村　撮影所口
京都市右京区 娯楽業 東映太秦映画村　大手門
京都市右京区 娯楽業 スーパードーム西院店　パチンコ館
京都市右京区 娯楽業 KBグランド
京都市右京区 娯楽業 ラウンジ・モア
京都市右京区 娯楽業 大天龍 西小路店
京都市右京区 娯楽業 株式会社エビスエンタープライズ　FC統括本部
京都市右京区 娯楽業 夢や
京都市右京区 その他 太秦自動車教習所
京都市右京区 その他 近畿安全自動車学校
京都市右京区 その他 デルタ自動車四条教習所
京都市右京区 その他 愛
京都市右京区 その他 すみれ鍼灸整骨院
京都市右京区 その他 進学塾 湊
京都市右京区 その他 (宗)称念寺 
京都市右京区 その他 あいりす西京極保育園
京都市右京区 その他 株式会社TW加工場
京都市右京区 その他 りらくる京都西大路五条店
京都市右京区 その他 りらくる京都太秦店
京都市右京区 その他 京都西京極郵便局
京都市右京区 その他 西京極駅前　調剤薬局
京都市右京区 その他 田中たかのり事務所
京都市右京区 その他 株式会社中嶋象嵌
京都市右京区 その他 京都嵐山オルゴール博物館
京都市右京区 その他 Accent　Style　ふぁくとり～
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京都市右京区 その他 有限会社　岩鼻モータース
京都市右京区 その他 レンクリショップ京都西店
京都市右京区 その他 京都信用金庫　梅津支店
京都市右京区 その他 京都信用金庫　御室支店
京都市右京区 その他 京都信用金庫　西院支店
京都市右京区 その他 京都信用金庫　嵯峨支店
京都市右京区 その他 京都信用金庫　常盤支店
京都市右京区 その他 京都信用金庫　西京極支店
京都市右京区 その他 S&Aコンサルティング株式会社
京都市右京区 その他 あおぞら太秦
京都市右京区 その他 あおぞら円町
京都市右京区 その他 岡村勇毅公認会計士・税理士事務所
京都市右京区 その他 株式会社オリソー　本社営業所
京都市右京区 その他 coenイオンモール京都五条店
京都市右京区 その他 京都栄養医療専門学校
京都市右京区 その他 京都製菓製パン技術専門学校
京都市右京区 その他 京都調理師専門学校
京都市右京区 その他 総合学習塾　ＪＩＮ（ＧＲＯＷＩＮＧ嵯峨野）
京都市右京区 その他 博物館さがの人形の家
京都市右京区 その他 パソコン教室わかるとできるイオンモール京都五条校
京都市右京区 その他 あおぞら税理士法人
京都市右京区 その他 ボディワークス出張＆整体院
京都市右京区 その他 宗教法人法金剛院
京都市右京区 その他 医療法人河端病院
京都市右京区 その他 医療法人河端病院　デイサービス広沢
京都市右京区 その他 タキノ歯科医院
京都市右京区 その他 どんぐり鍼灸整骨院
京都市右京区 その他 公益財団法人小倉百人一首文化財団　嵯峨嵐山文華館
京都市右京区 その他 合同会社ＡＹＧ　福田美術館
京都市右京区 その他 宗教法人　大雄院
京都市右京区 その他 佛教大学宗教文化ミュージアム
京都市右京区 その他 ECCベストワン嵯峨嵐山校
京都市右京区 その他 カーゴジャパン軽自動車運送協同組合連合会
京都市右京区 その他 宗教法人　二尊院
京都市右京区 その他 医療法人國枝医院
京都市右京区 その他 二尊院
京都市右京区 その他 株式会社京都民際
京都市右京区 その他 エニタイムフィットネス京都葛野大路四条店
京都市右京区 その他 エニタイムフィットネス京都太秦店
京都市右京区 その他 一般社団法人京都観光まちづくり公社
京都市右京区 その他 天龍寺
京都市右京区 その他 おおしろ歯科医院
京都市右京区 その他 株式会社早稲田ｲｰﾗｲﾌ京都 ﾃﾞｨｻｰﾋﾞｽ早稲田ｲｰﾗｲﾌ梅津
京都市右京区 その他 株式会社早稲田ｲｰﾗｲﾌ京都 ﾃﾞｨｻｰﾋﾞｽ早稲田ｲｰﾗｲﾌ花園
京都市右京区 その他 デイサービス 早稲田イーライフ梅津
京都市右京区 その他 デイサービス 早稲田イーライフ花園
京都市右京区 その他 京都府鉄構工業協同組合　事務局
京都市右京区 その他 笹尾接骨院
京都市右京区 その他 湯浅歯科
京都市右京区 その他 とうま鍼灸すいな院
京都市右京区 その他 とうもり接骨院
京都市右京区 その他 そろばん塾ピコ嵯峨野校
京都市右京区 その他 カトマンドゥ　ダイニング＆バー梅津店
京都市右京区 その他 ケアサービスまたあした
京都市右京区 その他 有限会社丸三商事 ケアサービスまたあした
京都市右京区 その他 松村鍼灸整骨院
京都市右京区 その他 株式会社イース
京都市右京区 その他 医療法人　神谷耳鼻咽喉科医院
京都市右京区 その他 北村接骨院
京都市右京区 その他 屋部接骨院
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京都市右京区 その他 北条接骨院
京都市右京区 その他 中村接骨院
京都市右京区 その他 小林接骨院
京都市右京区 その他 藤野接骨院
京都市右京区 その他 三宅接骨院
京都市右京区 その他 石田医院
京都市右京区 その他 茨木音楽教室
京都市右京区 その他 フリーステップ西院教室
京都市右京区 その他 熊澤 造園
京都市右京区 その他 医療法人　越久村歯科医院
京都市右京区 その他 さわだ矯正歯科西院クリニック
京都市右京区 その他 松木歯科医院
京都市右京区 その他 ただ歯科診療所
京都市右京区 その他 堤洋之歯科医院
京都市右京区 その他 ＪＡ京都市　本店
京都市右京区 その他 ＪＡ京都市　嵯峨野支店
京都市右京区 その他 ＪＡ京都市　嵯峨野支店経済出張所
京都市右京区 その他 医療法人河合敬一皮膚科医院
京都市西京区 建設業 全京都建設協同組合
京都市西京区 建設業 上野電機株式会社
京都市西京区 建設業 リフォームセンターつかもと
京都市西京区 建設業 株式会社KEIKAN　みやこマチヌリ
京都市西京区 建設業 株式会社小島庭園工務所
京都市西京区 建設業 株式会社桂テクニカサービス
京都市西京区 建設業 建設通信工事　事務所
京都市西京区 建設業 建設通信工事　本社
京都市西京区 建設業 株式会社右京野造園　本店
京都市西京区 建設業 株式会社　仁木工業
京都市西京区 建設業 西垣工務店
京都市西京区 建設業 中谷塗装工業株式会社
京都市西京区 製造業 上田とうふ㈱
京都市西京区 製造業 永井の純とうふ
京都市西京区 製造業 株式会社大日本科研　大原野工場
京都市西京区 製造業 ムーランラクセーヌ店
京都市西京区 製造業 藤原製本株式会社本社工場
京都市西京区 製造業 岩本繊維株式会社
京都市西京区 運輸業 S＆Yタクシー
京都市西京区 運輸業 夢島タクシー
京都市西京区 運輸業 ㈱カネダ運送
京都市西京区 運輸業 梅田タクシー
京都市西京区 運輸業 片山タクシー
京都市西京区 運輸業 垂井タクシー
京都市西京区 運輸業 千原タクシー
京都市西京区 運輸業 1001 TAXI
京都市西京区 運輸業 株式会社　ラック本社
京都市西京区 卸売業 メナードフェイシャルサロン 桂下豆田
京都市西京区 卸売業 株式会社　平安
京都市西京区 卸売業 株式会社桂建材店
京都市西京区 卸売業 京都コンストラクション協同組合
京都市西京区 小売業 ㈲　マツヤマ（宝石･時計･松山ﾗｸｾｰﾇ店）
京都市西京区 小売業 大垣書店　ブックパル桂南店
京都市西京区 小売業 大垣書店　ブックパル五条店
京都市西京区 小売業 京つけものもり　松尾大社店
京都市西京区 小売業 エディオン洛西店
京都市西京区 小売業 ダイソーエディオン洛西店
京都市西京区 小売業 POLA 上桂店 Ｂe
京都市西京区 小売業 クリクラ京都
京都市西京区 小売業 ダスキン元気
京都市西京区 小売業 ファイテン商品販売ショップ桂店
京都市西京区 小売業 ファミリーマート大枝東長町店
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京都市西京区 小売業 髙島屋洛西店
京都市西京区 小売業 クールカレアン
京都市西京区 小売業 コープらくさい
京都市西京区 小売業 ふたば書房　洛西店
京都市西京区 小売業 文具の店ふたば
京都市西京区 小売業 ホームセンターコーナン向日町大原野店
京都市西京区 小売業 スギ薬局　上桂山田口店
京都市西京区 小売業 京の珈琲豆処＆’ｃｏｆｆｅｅ
京都市西京区 小売業 肉商沢木本店
京都市西京区 小売業 株式会社やひろ
京都市西京区 小売業 着物和装レンタル京美人
京都市西京区 小売業 （株）日野屋
京都市西京区 小売業 精肉　喜なが
京都市西京区 小売業 ショック桂店
京都市西京区 小売業 髙見牧場　洛西店
京都市西京区 小売業 まつおえんげい
京都市西京区 小売業 有限会社プロシード
京都市西京区 小売業 西友桂店
京都市西京区 小売業 アトリエ亀田「アルモニー桂店」
京都市西京区 小売業 福本酒店
京都市西京区 小売業 株式会社　久栄堂
京都市西京区 小売業 有限会社　桂書房
京都市西京区 小売業 株式会社　正眼堂
京都市西京区 小売業 有限会社　松楽
京都市西京区 小売業 メガネ・補聴器のギルド　桂店
京都市西京区 小売業 安藤漢方薬局嵐山店　（株式会社安神）
京都市西京区 小売業 安藤漢方薬局桂店　（株式会社安神）
京都市西京区 小売業 えほん館
京都市西京区 小売業 リカーショップ　こじま
京都市西京区 小売業 あゆみ調剤薬局
京都市西京区 小売業 有限会社ヒロシ電化
京都市西京区 小売業 ゴルフショップWill
京都市西京区 不動産・賃貸業 ナイスプラン株式会社
京都市西京区 不動産・賃貸業 UR洛西サービスセンター
京都市西京区 不動産・賃貸業 ハローホーム京都
京都市西京区 不動産・賃貸業 （有）ゲットハウス
京都市西京区 宿泊業 有限会社エムアンドエヌ
京都市西京区 宿泊業 京都嵐山温泉 花伝抄
京都市西京区 宿泊業 ホテル京都エミナース　フロント（客室、宴会）
京都市西京区 宿泊業 株式会社嵐山観光ホテル花筏
京都市西京区 宿泊業 ㈱23 INTERNATIONAL CORPORATION  Mulan Hotel

京都市西京区 宿泊業 風風の湯
京都市西京区 飲食業 Darts Spot OLD　
京都市西京区 飲食業 Feliz-團斗
京都市西京区 飲食業 株式会社治元錦わらい洛西店
京都市西京区 飲食業 ごはん日和桂店（株式会社ホーラク）
京都市西京区 飲食業 ごはん日和上桂店（株式会社ホーラク）
京都市西京区 飲食業 居食処濱夕（池畠広祇）
京都市西京区 飲食業 大漁　桂店
京都市西京区 飲食業 チファジャ上桂店
京都市西京区 飲食業 鉄板焼　慶　Kei
京都市西京区 飲食業 KamogawaStyle
京都市西京区 飲食業 Let’s go pumpkin
京都市西京区 飲食業 うつわと料理のお店　もなか
京都市西京区 飲食業 喜久寿司
京都市西京区 飲食業 株式会社 松尾温泉 京料理 鳥米
京都市西京区 飲食業 株式会社CHRONO TRIP
京都市西京区 飲食業 京都市西京区樫原井戸１１−５
京都市西京区 飲食業 左近和彦
京都市西京区 飲食業 山中商店



ステッカー交付一覧（2021/02/19）
所在地（市区町村） 業種区分 店舗・事業所名

京都市西京区 飲食業 焼肉ダイニング権
京都市西京区 飲食業 焼肉処やまかわ
京都市西京区 飲食業 鉄板さくわん
京都市西京区 飲食業 日本酒バル厨
京都市西京区 飲食業 Haleiwa cafe 京都桂店
京都市西京区 飲食業 スナック　ひろ美
京都市西京区 飲食業 ホテル京都エミナース　コーヒーラウンジ
京都市西京区 飲食業 ホテル京都エミナース　レストラン膳
京都市西京区 飲食業 餃子の王将 洛西芸大前店
京都市西京区 飲食業 ピザ・リトルパーティー千代原口店
京都市西京区 飲食業 めだか食堂
京都市西京区 飲食業 焼肉　永楽
京都市西京区 飲食業 株式会社横綱 ラーメン横綱
京都市西京区 飲食業 喫茶いづみ
京都市西京区 飲食業 御菓子司 中村軒
京都市西京区 飲食業 太郎
京都市西京区 飲食業 炉端居酒屋おでこ
京都市西京区 飲食業 京料理　筍亭
京都市西京区 飲食業 焼肉　大惣
京都市西京区 飲食業 ラブランシュ
京都市西京区 飲食業 ロイヤルホスト桂店
京都市西京区 飲食業 炭焼きまるまる桂店
京都市西京区 飲食業 仁座食堂
京都市西京区 飲食業 HoTBar
京都市西京区 飲食業 Trinity
京都市西京区 飲食業 あんゆいっと
京都市西京区 飲食業 ガスト京都桂店
京都市西京区 飲食業 カポナータ
京都市西京区 飲食業 焼肉しゃぶしゃぶ きた里
京都市西京区 飲食業 珈琲舎 源
京都市西京区 飲食業 珈琲専科　璞
京都市西京区 飲食業 Latte Art Junkies Roasting Shop　阪急洛西口駅前店
京都市西京区 飲食業 カフェコロラドラクセーヌ店
京都市西京区 飲食業 お好み焼き・鉄板焼きどん　
京都市西京区 飲食業 魚美
京都市西京区 飲食業 味高
京都市西京区 飲食業 京焼肉にしき　上桂本店
京都市西京区 飲食業 京都大学生活協同組合　カフェアルテ
京都市西京区 飲食業 京都大学生活協同組合　桂食堂セレネ
京都市西京区 飲食業 生そば あずま樫原店
京都市西京区 飲食業 鳥市
京都市西京区 飲食業 スナックパウリスタ
京都市西京区 飲食業 パウリスタ
京都市西京区 飲食業 鳥貴族　桂西口店
京都市西京区 飲食業 鳥貴族　桂店
京都市西京区 飲食業 BarMuu
京都市西京区 飲食業 牛角　桂川街道店
京都市西京区 飲食業 CROSS Bueger&Beer/Coffee
京都市西京区 飲食業 瀬戸うどん　洛西店
京都市西京区 飲食業 カフェ　フルック
京都市西京区 飲食業 たもん庵　洛西店
京都市西京区 飲食業 手造り惣菜　八百まさ
京都市西京区 飲食業 SAIGON SAIGON
京都市西京区 飲食業 今・龍馬
京都市西京区 飲食業 龍馬本店
京都市西京区 飲食業 キッサランチ　うまかろう
京都市西京区 飲食業 石焼生パスタ　蔵之助
京都市西京区 飲食業 石焼生パスタ　蔵之助のしっぽ
京都市西京区 飲食業 にぎり長次郎　上桂店
京都市西京区 飲食業 にぎり忠次郎　桂店
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京都市西京区 飲食業 あかくら
京都市西京区 飲食業 ちゃ蔵
京都市西京区 飲食業 有限会社スポンタネ　レストランスポンタネ
京都市西京区 飲食業 海雲亭洛西店
京都市西京区 飲食業 韓彩市場洛西店
京都市西京区 飲食業 宝や  桂店
京都市西京区 飲食業 珈琲館オカザキ
京都市西京区 飲食業 Bruschetta
京都市西京区 飲食業 淡路島炉端　ごっつ
京都市西京区 飲食業 Cafe Dining 巣箱
京都市西京区 飲食業 餃子の王将五条桂川店
京都市西京区 飲食業 旬菜中華　喜鳥
京都市西京区 飲食業 宝や
京都市西京区 飲食業 串もんまるまる 洛西口本店
京都市西京区 飲食業 有限会社松尾川よし
京都市西京区 飲食業 ひより　TauT阪急洛西口店
京都市西京区 飲食業 木谷株式会社　洋食屋タンジー
京都市西京区 飲食業 はま寿司　京都洛西店
京都市西京区 飲食業 Private Restaurant R
京都市西京区 飲食業 生そば あずま
京都市西京区 飲食業 れすとらん椋
京都市西京区 飲食業 ログハウス
京都市西京区 飲食業 竹の子料理　うお嘉
京都市西京区 飲食業 隆兵そば
京都市西京区 飲食業 カフェぼんちぃ
京都市西京区 飲食業 や台ずし桂駅東口町
京都市西京区 飲食業 お好み焼き　炉辺荘
京都市西京区 飲食業 和子の部屋
京都市西京区 飲食業 団ぷ鈴
京都市西京区 飲食業 カレーハウスＣＯＣＯ壱番屋　西京大枝中山店
京都市西京区 飲食業 きよだだ
京都市西京区 飲食業 薩摩の牛太　桂店
京都市西京区 飲食業 ほぁんほぁん嵯峨嵐山店
京都市西京区 飲食業 株式会社 夢
京都市西京区 飲食業 串鷹
京都市西京区 飲食業 焼肉巧真
京都市西京区 飲食業 しちりん屋 桂店
京都市西京区 飲食業 鉄板屋独活
京都市西京区 飲食業 モスバーガー桂物集女店
京都市西京区 飲食業 洛西　おかだ
京都市西京区 飲食業 串蔵
京都市西京区 飲食業 炭火焼肉屋さかい 京都洛西店
京都市西京区 飲食業 レストラン　赤おに
京都市西京区 飲食業 コメダ珈琲店　京都洛西店
京都市西京区 飲食業 ラーメン一陽
京都市西京区 飲食業 スシロー京都桂店
京都市西京区 飲食業 グルマンズ株式会社
京都市西京区 飲食業 グルマンズ株式会社（名古屋名物　赤から）
京都市西京区 飲食業 鎌倉パスタ　京都桂店
京都市西京区 飲食業 ジョリーパスタ桂店　
京都市西京区 飲食業 ベークハウスメール京都TauT阪急洛西口駅店

京都市西京区 飲食業 季膳　かじか
京都市西京区 飲食業 うつ美
京都市西京区 飲食業 た藁や 桂店
京都市西京区 飲食業 手打蕎麦　真心
京都市西京区 飲食業 炭火焼肉　夢家
京都市西京区 飲食業 カフェ　ちゃーみーちゃっと
京都市西京区 飲食業 京保セ　第13016号
京都市西京区 飲食業 カフェルージュ
京都市西京区 飲食業 なか卯　阪急桂駅東口店
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京都市西京区 飲食業 ブロンコビリー洛西店
京都市西京区 飲食業 ラーメン横綱桂麺房
京都市西京区 飲食業 由美家
京都市西京区 飲食業 石窯キッチン薪火　　　　
京都市西京区 飲食業 びっくりドンキー洛西店
京都市西京区 飲食業 丸源ラーメン桂店
京都市西京区 飲食業 あんかけやこはち
京都市西京区 飲食業 中国料理　瀘川
京都市西京区 飲食業 ほっともっと 桂樫原店
京都市西京区 飲食業 松屋　桂店
京都市西京区 飲食業 まんぷく
京都市西京区 飲食業 紅すずめ
京都市西京区 飲食業 bigmam
京都市西京区 飲食業 ジョイフル　京都桂店
京都市西京区 飲食業 トラットリア　カザレッチョ
京都市西京区 飲食業 お食事処あいおい
京都市西京区 飲食業 京料理三上
京都市西京区 飲食業 kitchen1484
京都市西京区 飲食業 大勝軒　千代原口店
京都市西京区 飲食業 風と海の幸せ
京都市西京区 飲食業 凡蔵屋　洛西口店
京都市西京区 飲食業 焼鳥バードマン
京都市西京区 飲食業 うゑちゃん
京都市西京区 飲食業 新鮮酒場　ぜっ品　本店
京都市西京区 飲食業 新鮮酒場　ぜっ品　太秦店
京都市西京区 飲食業 新鮮酒場　ぜっ品　西院店
京都市西京区 飲食業 居腹じらいや
京都市西京区 飲食業 ブーシェリーやち
京都市西京区 飲食業 天下一品 五条桂店Reboot
京都市西京区 飲食業 麺屋たけ井阪急洛西口店
京都市西京区 飲食業 アカツキバル
京都市西京区 飲食業 Veil
京都市西京区 飲食業 カドヤ
京都市西京区 飲食業 エフプラスワン
京都市西京区 飲食業 たつのや
京都市西京区 飲食業 maduro
京都市西京区 飲食業 ごはんや興味しんしん
京都市西京区 飲食業 大阪王将阪急桂駅前店
京都市西京区 飲食業 sports Bar CINQ
京都市西京区 飲食業 居酒屋お食事処“やよい”
京都市西京区 飲食業 一太郎
京都市西京区 飲食業 ぱんちゃん家
京都市西京区 飲食業 寺蔵カフェ
京都市西京区 飲食業 酒肴 とゝろ　
京都市西京区 飲食業 和風居酒屋　もぐら
京都市西京区 飲食業 Public
京都市西京区 飲食業 コリアンダイニングバーこむてじ
京都市西京区 飲食業 酒房いっさ
京都市西京区 飲食業 ムーンライト
京都市西京区 飲食業 酒処　おばんざい　峰
京都市西京区 飲食業 焼肉あじめ
京都市西京区 飲食業 万魚亭
京都市西京区 飲食業 有限会社　粲
京都市西京区 飲食業 亜月
京都市西京区 飲食業 Sen
京都市西京区 飲食業 たべのみ処　げんたろう商店
京都市西京区 飲食業 お好焼き　希林　
京都市西京区 飲食業 お食事処葵
京都市西京区 飲食業 たこ焼居酒屋まっちゃん
京都市西京区 飲食業 旬感食彩嵐人
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京都市西京区 飲食業 旬香ブランシュ
京都市西京区 飲食業 ロンド
京都市西京区 飲食業 カフェダイニング　巣箱
京都市西京区 飲食業 コムギノキラメキ
京都市西京区 飲食業 居楽処 弘や
京都市西京区 飲食業 じゅうくの大ちゃんラーメン
京都市西京区 飲食業 にしりょう　向陽台店
京都市西京区 飲食業 おばんざい宴
京都市西京区 飲食業 魚末
京都市西京区 飲食業 スナック　ダック
京都市西京区 飲食業 Ｂａｒ ミッシュ
京都市西京区 飲食業 MY MUSIC
京都市西京区 飲食業 サンマルク京都桂店
京都市西京区 飲食業 きゃんでい
京都市西京区 飲食業 株式会社ジョイフル関西　京都桂店
京都市西京区 飲食業 BAR-kaMui
京都市西京区 飲食業 味処　和いず
京都市西京区 飲食業 割烹　竹うち
京都市西京区 飲食業 バージの店
京都市西京区 飲食業 REFINED
京都市西京区 飲食業 近江牛・串の店　だるま
京都市西京区 飲食業 豆腐料理 にすけ
京都市西京区 飲食業 芳汕
京都市西京区 飲食業 焼肉処真　桂店
京都市西京区 飲食業 丸亀製麺京都洛西
京都市西京区 飲食業 酒房　綾
京都市西京区 飲食業 ブルーオニオン
京都市西京区 飲食業 ３匹のこぶた　桂自衛隊店
京都市西京区 飲食業 ダイニング ジュウク
京都市西京区 飲食業 ケンッタキー・フライド・チキン　９号線洛西店
京都市西京区 飲食業 一番亭京都洛西店
京都市西京区 飲食業 タピキング京都桂
京都市西京区 飲食業 ケンタッキー・フライド・チキン　９号線洛西店
京都市西京区 飲食業 中華そば専門店 珍龍
京都市西京区 飲食業 seaberry
京都市西京区 飲食業 スナック　リオ
京都市西京区 飲食業 喫茶&ラウンジ姫
京都市西京区 飲食業 千代原
京都市西京区 飲食業 グリルさとう
京都市西京区 飲食業 第一旭 桂店
京都市西京区 飲食業 九州熱中屋 桂LIVE
京都市西京区 飲食業 LYCKA
京都市西京区 飲食業 立ち飲み処　まっさん
京都市西京区 飲食業 ドンク洛西髙島屋店
京都市西京区 飲食業 ステーキビストロ　カルム
京都市西京区 飲食業 ぽんぽこ亭
京都市西京区 飲食業 ミスタードーナツ　阪急桂駅前店
京都市西京区 飲食業 blue dot cafe
京都市西京区 飲食業 手のべとんかつ三平
京都市西京区 飲食業 味市千
京都市西京区 飲食業 蘆庵
京都市西京区 飲食業 とりでん桂五条店
京都市西京区 飲食業 ヴィドフランスカツラテン
京都市西京区 飲食業 居酒屋臣
京都市西京区 飲食業 サイゼリヤ 御陵溝浦店
京都市西京区 飲食業 サイゼリヤ 牛ケ瀬山柿店
京都市西京区 飲食業 サイゼリヤ 阪急桂駅西口店
京都市西京区 飲食業 やまだや
京都市西京区 飲食業 nest
京都市西京区 飲食業 京料理　わたなべ
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京都市西京区 飲食業 錦花
京都市西京区 飲食業 おばんざい　縁
京都市西京区 飲食業 桂蘆庵
京都市西京区 飲食業 ターバンカレー
京都市西京区 飲食業 京西京食堂
京都市西京区 飲食業 えびのや　京都洛西
京都市西京区 飲食業 立ち呑み　かけいち
京都市西京区 飲食業 山品建設株式会社
京都市西京区 飲食業 夢叶
京都市西京区 サービス業 洛西興業株式会社　詰所
京都市西京区 サービス業 洛西興業株式会社　本社
京都市西京区 サービス業 AIME by n
京都市西京区 サービス業 ヘアーサロンタニグチ（谷口洋）
京都市西京区 サービス業 理容よこお
京都市西京区 サービス業 スタジオアイ嵐山店
京都市西京区 サービス業 ハヤシ治療院　
京都市西京区 サービス業 美容室アイ
京都市西京区 サービス業 ラスタロケットレンタサイクル
京都市西京区 サービス業 京進スクール・ワン 桂教室
京都市西京区 サービス業 京進スクール・ワン 上桂教室
京都市西京区 サービス業 京進スクール・ワン 洛西教室
京都市西京区 サービス業 京進小中部 樫原校
京都市西京区 サービス業 京進小中部 上桂校
京都市西京区 サービス業 京進小中部 洛西新林校
京都市西京区 サービス業 felim 桂店
京都市西京区 サービス業 ICHI hair design
京都市西京区 サービス業 POLA プラティ
京都市西京区 サービス業 Spin hair 桂店
京都市西京区 サービス業 ハクジュプラザ桂店
京都市西京区 サービス業 ホテル京都エミナース　竹の郷温泉
京都市西京区 サービス業 桂典礼会館
京都市西京区 サービス業 Dears京都
京都市西京区 サービス業 さつき鍼灸整骨院
京都市西京区 サービス業 ステップステップ
京都市西京区 サービス業 髪化粧trust
京都市西京区 サービス業 ゴールフリー　桂教室
京都市西京区 サービス業 ゴールフリー　上桂教室
京都市西京区 サービス業 東進　桂駅西口校
京都市西京区 サービス業 成基学園　桂教室
京都市西京区 サービス業 Atelier Akanece アトリエアカネス
京都市西京区 サービス業 株式会社京都衛生開発公社　京都支店
京都市西京区 サービス業 コインランドリー洛西店
京都市西京区 サービス業 ㈱カーニバル　カーニバルクリーニング桂西口店
京都市西京区 サービス業 ㈱カーニバル　カーニバルクリーニング洛西店
京都市西京区 サービス業 ISA松尾大社店
京都市西京区 サービス業 ヘアーサロン　エスメラルダ
京都市西京区 サービス業 カラオケまるん
京都市西京区 サービス業 ポーラ　東山崎ショップ
京都市西京区 サービス業 理容キンワ
京都市西京区 サービス業 リラクゼーションホーム・HASU
京都市西京区 サービス業 焼肉きんぐ京都桂店
京都市西京区 サービス業 ドッグサロンＣＯＣＯ
京都市西京区 サービス業 学研車折教室
京都市西京区 サービス業 株式会社 吹上技研コンサルタント
京都市西京区 サービス業 カラオケ　智
京都市西京区 サービス業 タムラクリーニング
京都市西京区 サービス業 男’s
京都市西京区 サービス業 京都旅企画
京都市西京区 サービス業 医王整体院
京都市西京区 サービス業 へぁーさろん　さこん
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京都市西京区 サービス業 シニアペットケアステーション
京都市西京区 サービス業 Doggy-J（ドギージェイ）
京都市西京区 サービス業 チークアップラボ
京都市西京区 サービス業 stance
京都市西京区 サービス業 サイクルショップエイリン 桂本店
京都市西京区 サービス業 ヘアーサロン　あさお
京都市西京区 サービス業 公文式東桂坂教室
京都市西京区 サービス業 リハビリデイサービスだるま
京都市西京区 サービス業 株式会社ナック
京都市西京区 サービス業 ヘアーサロン　プリンス　上桂店
京都市西京区 サービス業 プライベートヘアサロンTENPO
京都市西京区 サービス業 brillo de oro
京都市西京区 サービス業 健康マッサージ治療院　サポートデスク
京都市西京区 サービス業 井上和久行政書士事務所
京都市西京区 サービス業 カラオケホールラピス
京都市西京区 娯楽業 ホテル京都エミナース　エミナースボウル
京都市西京区 娯楽業 ビックエコー京都桂店
京都市西京区 娯楽業 有限会社いわたやま（嵐山モンキーパーク）
京都市西京区 娯楽業 ココハウス
京都市西京区 娯楽業 カラオケスタジオ 歌の広場 いずみ
京都市西京区 娯楽業 Public
京都市西京区 娯楽業 京都âbaco　桂坂校
京都市西京区 その他 ビックエコー京都桂店
京都市西京区 その他 あやた接骨院・鍼灸院
京都市西京区 その他 カピラ機能訓練デイサービス
京都市西京区 その他 原口ピアノ教室
京都市西京区 その他 りらくる京都洛西店
京都市西京区 その他 京都桂温泉　仁左衛門の湯
京都市西京区 その他 よしみね乃里
京都市西京区 その他 上原鍼灸整骨院
京都市西京区 その他 ECC外語学院　桂校
京都市西京区 その他 社会福祉法人白百合会リ・ブラン京都　西京
京都市西京区 その他 京都信用金庫　樫原支店
京都市西京区 その他 京都信用金庫　桂支店
京都市西京区 その他 京都信用金庫　東桂支店
京都市西京区 その他 京都信用金庫　物集女支店
京都市西京区 その他 京都信用金庫　洛西支店
京都市西京区 その他 T－cinditioning鍼灸接骨院
京都市西京区 その他 株式会社堀川水道
京都市西京区 その他 ひらおかまり音楽教室
京都市西京区 その他 （株）ワンズライフ
京都市西京区 その他 あおぞら整骨院
京都市西京区 その他 ラナンキュラス・セリカ　クリニック
京都市西京区 その他 ワキタ薬局
京都市西京区 その他 宗教法人　浄住寺
京都市西京区 その他 株式会社早稲田ｲｰﾗｲﾌ京都 ﾃﾞｨｻｰﾋﾞｽ早稲田ｲｰﾗｲﾌ京都
京都市西京区 その他 株式会社早稲田ｲｰﾗｲﾌ京都 ﾃﾞｨｻｰﾋﾞｽ早稲田ｲｰﾗｲﾌ桂
京都市西京区 その他 株式会社早稲田ｲｰﾗｲﾌ京都 居宅支援事業所ｲｰﾗｲﾌ桂
京都市西京区 その他 デイサービス 早稲田イーライフ京都
京都市西京区 その他 デイサービス 早稲田イーライフ桂
京都市西京区 その他 居住介護支援事業所　イーライフ桂
京都市西京区 その他 銀座整骨院
京都市西京区 その他 ギンザエクラン
京都市西京区 その他 ダンススタジオKM
京都市西京区 その他 マキ音楽学院
京都市西京区 その他 ゆらく接骨院
京都市西京区 その他 野口治療院
京都市西京区 その他 医療法人清歯会　洛西口浅井歯科医院
京都市西京区 その他 医療法人清歯会　浅井歯科医院
京都市西京区 その他 山口接骨院
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京都市西京区 その他 居宅介護支援事業所イーライフ桂
京都市西京区 その他 公文式上桂北村教室
京都市西京区 その他 公文式東桂坂教室
京都市西京区 その他 MY MUSIC
京都市西京区 その他 珠算アカデミー　樫原教室
京都市西京区 その他 珠算アカデミー　 桂坂教室
京都市西京区 その他 珠算アカデミー　 洛西教室
京都市西京区 その他 珠算アカデミー　 上桂松尾教室
京都市西京区 その他 浅井音楽教室
京都市西京区 その他 吉川鍼灸接骨院
京都市西京区 その他 名倉堂いながわ接骨院
京都市西京区 その他 オカモト接骨院・鍼灸院
京都市西京区 その他 山村接骨院
京都市西京区 その他 梅本接骨院
京都市西京区 その他 デイサービス夢楽桂
京都市西京区 その他 ヘルパーステーション空　桂事業所
京都市西京区 その他 よこやま整形外科
京都市西京区 その他 フリーステップ西院教室
京都市西京区 その他 さわだ矯正歯科桂クリニック
京都市西京区 その他 髙橋歯科医院
京都市西京区 その他 ＪＡ京都市　松尾支店
京都市西京区 その他 ＪＡ京都市　桂支店
京都市西京区 その他 ＪＡ京都市　川岡支店
京都市西京区 その他 ＪＡ京都市　大枝支店
京都市伏見区 建設業 上方工業㈱
京都市伏見区 建設業 横山興業ホールディングス
京都市伏見区 建設業 株式会社アイテック
京都市伏見区 建設業 衣川工務店
京都市伏見区 建設業 株式会社　池本工業所
京都市伏見区 建設業 (有)飯田工業所
京都市伏見区 建設業 株式会社太田建設　久我（その１１）作業所
京都市伏見区 建設業 株式会社太田建設　桃山幹線（その５）作業所
京都市伏見区 建設業 株式会社太田建設　納所作業所
京都市伏見区 建設業 株式会社RIDEN
京都市伏見区 建設業 都道路　株式会社
京都市伏見区 建設業 クラフトワーク株式会社
京都市伏見区 建設業 相川建工
京都市伏見区 建設業 株式会社ベルテック機工
京都市伏見区 建設業 株式会社イウラエンジニア
京都市伏見区 建設業 塗り達
京都市伏見区 建設業 すずかデザイン工芸
京都市伏見区 建設業 隆雅工業
京都市伏見区 建設業 俊工務店
京都市伏見区 建設業 株式会社　オプス・コーポレーション
京都市伏見区 建設業 株式会社　村井建設
京都市伏見区 建設業 有限会社　ゆとり住宅
京都市伏見区 建設業 ㈲ゆとり住宅
京都市伏見区 建設業 平川工業
京都市伏見区 建設業 NEXTGATE株式会社
京都市伏見区 建設業 本社
京都市伏見区 建設業 （株）日創建設　本社事務所
京都市伏見区 建設業 関西畳工業㈱　本店
京都市伏見区 建設業 株式会社　グロリア
京都市伏見区 建設業 カナザワ美装
京都市伏見区 製造業 セントラルキッチン横大路工場
京都市伏見区 製造業 ㈱小池製作所
京都市伏見区 製造業 こと京都㈱
京都市伏見区 製造業 尾池工業株式会社 上鳥羽事業所本館
京都市伏見区 製造業 株式会社NKY
京都市伏見区 製造業 長津工業株式会社
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京都市伏見区 製造業 協和精工㈱
京都市伏見区 製造業 株式会社東洋レーベル　電子機器事業部
京都市伏見区 製造業 ばんしょう食品㈱
京都市伏見区 製造業 株式会社SCREENホールディングス洛西事業所
京都市伏見区 製造業 株式会社大日本科研　横大路工場
京都市伏見区 製造業 ㈱アグリエイト
京都市伏見区 製造業 パンドールモモテラス店
京都市伏見区 製造業 ムーラン墨染店
京都市伏見区 製造業 高橋食品工業株式会社
京都市伏見区 製造業 英興株式会社
京都市伏見区 製造業 株式会社小池製作所
京都市伏見区 製造業 宮本エンジニアリング
京都市伏見区 製造業 まつい堂(中嶋修)
京都市伏見区 製造業 岡山工芸株式会社
京都市伏見区 製造業 ㈱メカテック本社工場
京都市伏見区 製造業 株式会社ワイエムシィ　伏見事業所
京都市伏見区 製造業 齊藤酒造株式会社
京都市伏見区 製造業 伏見銘酒協同組合
京都市伏見区 製造業 齊藤酒造㈱
京都市伏見区 製造業 関西畳工業㈱　本店
京都市伏見区 製造業 京栄塗装
京都市伏見区 製造業 ミヤコテック株式会社
京都市伏見区 製造業 株式会社アイステップ
京都市伏見区 製造業 株式会社レボインターナショナル京都本社
京都市伏見区 製造業 川十株式会社
京都市伏見区 運輸業 協同組合京都個人タクシー昌栄会
京都市伏見区 運輸業 個人タクシー互助協同組合
京都市伏見区 運輸業 滋賀観光バス株式会社京都営業所
京都市伏見区 運輸業 協働組合京都個人タクシー協会
京都市伏見区 運輸業 協同組合個人タクシーみらい京都
京都市伏見区 運輸業 全京都個人タクシー共済協同組合
京都市伏見区 運輸業 株式会社　山本運送
京都市伏見区 運輸業 上向井タクシー
京都市伏見区 運輸業 岡本タクシー
京都市伏見区 運輸業 大乗寺タクシー
京都市伏見区 運輸業 長尾タクシー
京都市伏見区 運輸業 三原タクシー
京都市伏見区 運輸業 森タクシー
京都市伏見区 運輸業 吉尾タクシー
京都市伏見区 運輸業 宮田タクシー（美芳タクシー）
京都市伏見区 運輸業 愛都交通株式会社
京都市伏見区 運輸業 清原（久）タクシー
京都市伏見区 運輸業 栄組運輸株式会社
京都市伏見区 運輸業 公栄運輸株式会社
京都市伏見区 運輸業 株式会社　森本通商
京都市伏見区 運輸業 サンマル輸送㈱
京都市伏見区 運輸業 新田産業株式会社
京都市伏見区 運輸業 京都グルメタクシー
京都市伏見区 運輸業 株式会社　ラック本社営業所
京都市伏見区 卸売業 株式会社タナカ善　京都本社
京都市伏見区 卸売業 株式会社ヤマダ電機テックランド京都醍醐店
京都市伏見区 卸売業 ㈱ヤナギダ機工
京都市伏見区 卸売業 日本紙業有限会社　本社
京都市伏見区 卸売業 長谷川商事株式会社
京都市伏見区 卸売業 有限会社　加島
京都市伏見区 卸売業 ニシムラ株式会社　東営業所
京都市伏見区 卸売業 株式会社プリベイル喜久
京都市伏見区 卸売業 ㈱オーティサイト
京都市伏見区 卸売業 有限会社　日昭商店
京都市伏見区 卸売業 桃山ポリ株式会社
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京都市伏見区 卸売業 株式会社祐商会
京都市伏見区 卸売業 uroco
京都市伏見区 卸売業 株式会社　大洋
京都市伏見区 卸売業 細井株式会社
京都市伏見区 卸売業 小川商事株式会社
京都市伏見区 小売業 大垣書店　醍醐店
京都市伏見区 小売業 大垣書店　伏見店
京都市伏見区 小売業 ファミリーマート伏見横大路店
京都市伏見区 小売業 (株)丸や　おちゃのこさいさい伏見稲荷店
京都市伏見区 小売業 聖護院八ツ橋　稲荷店
京都市伏見区 小売業 サフラン
京都市伏見区 小売業 リカー＆フーズ丹波橋
京都市伏見区 小売業 株式会社舞扇堂
京都市伏見区 小売業 アルペン京都南インター店
京都市伏見区 小売業 エデイオン六地蔵MOMOテラス店
京都市伏見区 小売業 ダイソーMOMOテラス店
京都市伏見区 小売業 ダイソー京阪藤森駅前店
京都市伏見区 小売業 ゴルフ５伏見店
京都市伏見区 小売業 ジョーシン　伏見店
京都市伏見区 小売業 ジョーシン　六地蔵店
京都市伏見区 小売業 ソフトバンク深草
京都市伏見区 小売業 ソフトバンク伏見桃山
京都市伏見区 小売業 フランス菓子ロアーヌ
京都市伏見区 小売業 ムラカミビジネス株式会社
京都市伏見区 小売業 京つけもの大安　本社工房店
京都市伏見区 小売業 京屋
京都市伏見区 小売業 京都美顔伏見サロン
京都市伏見区 小売業 大八木商店
京都市伏見区 小売業 日栄無線株式会社
京都市伏見区 小売業 有限会社KACCO
京都市伏見区 小売業 有限会社リカー＆フーズ丹波橋
京都市伏見区 小売業 ㈲岬屋
京都市伏見区 小売業 シンキＭＯＭＯテラス店
京都市伏見区 小売業 ベルファム伏見店
京都市伏見区 小売業 奥村商店
京都市伏見区 小売業 株式会社いちはら・加美屋
京都市伏見区 小売業 株式会社ジュヴァンセル
京都市伏見区 小売業 株式会社弥栄
京都市伏見区 小売業 スマートコスメ有限会社
京都市伏見区 小売業 フランス屋製菓株式会社
京都市伏見区 小売業 スポーツミツハシ　MOMOテラス店
京都市伏見区 小売業 株式会社楽楊産業
京都市伏見区 小売業 石本陽風堂
京都市伏見区 小売業 魚豊
京都市伏見区 小売業 株式会社岩田呉服店　伏見店
京都市伏見区 小売業 株式会社西尾
京都市伏見区 小売業 キンイチヤ
京都市伏見区 小売業 小林呉服店
京都市伏見区 小売業 ササキパン本店
京都市伏見区 小売業 シズキヨ
京都市伏見区 小売業 食育キッチン石黒
京都市伏見区 小売業 竹市
京都市伏見区 小売業 中村
京都市伏見区 小売業 ハニーズ醍醐店
京都市伏見区 小売業 伏水酒蔵堂
京都市伏見区 小売業 プラモカーショップO2
京都市伏見区 小売業 まこと屋
京都市伏見区 小売業 ミヨシヤ
京都市伏見区 小売業 森永乳業株式会社　後藤販売店
京都市伏見区 小売業 山佐鮮魚店
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京都市伏見区 小売業 有限会社　しばた
京都市伏見区 小売業 株式会社ヤマダ電機 家電住まいる館×web.com京都伏見店
京都市伏見区 小売業 ㈱アンフィニ　絵美化粧品店
京都市伏見区 小売業 ㈲鮒新　佐野商店
京都市伏見区 小売業 小山タバコ店
京都市伏見区 小売業 コープ醍醐石田
京都市伏見区 小売業 コープ桃山
京都市伏見区 小売業 竹内
京都市伏見区 小売業 ファイテンショップ伏見桃山店
京都市伏見区 小売業 イオン伏見店
京都市伏見区 小売業 西浅　桃山店
京都市伏見区 小売業 京つけもの西利　ﾓﾓﾃﾗｽ店
京都市伏見区 小売業 イオンリテール株式会社　イオン伏見店
京都市伏見区 小売業 ホームセンターコーナン伏見大手筋店
京都市伏見区 小売業 ホームセンターコーナン六地蔵店
京都市伏見区 小売業 ホンダカーズ洛中　六地蔵店　
京都市伏見区 小売業 林屋酒店
京都市伏見区 小売業 コーナンPRO伏見下鳥羽店
京都市伏見区 小売業 コーナンPRO六地蔵店
京都市伏見区 小売業 ホームセンターコーナンくいな橋店
京都市伏見区 小売業 株式会社 nbs　connect
京都市伏見区 小売業 ロイヤルプロ京都横大路店
京都市伏見区 小売業 ロイヤルプロ醍醐店
京都市伏見区 小売業 小澤清風園
京都市伏見区 小売業 ジャパン　京都伏見店
京都市伏見区 小売業 銭幸　墨染店
京都市伏見区 小売業 醍醐コンタクト (ダイゴコンタクト）
京都市伏見区 小売業 株式会社 浅野屋
京都市伏見区 小売業 株式会社 油長
京都市伏見区 小売業 田中人形㈱ 国道一号大手筋店
京都市伏見区 小売業 東山三条 田中人形 国道一号大手筋店
京都市伏見区 小売業 株式会社ツチダ
京都市伏見区 小売業 鳴海餅本店　大手筋店
京都市伏見区 小売業 ダックテール醍醐店
京都市伏見区 小売業 御菓子司　まなゆり
京都市伏見区 小売業 時代衣裳おかむら
京都市伏見区 小売業 ケーズデンキ　京都伏見店
京都市伏見区 小売業 むらい食肉店
京都市伏見区 小売業 岩田呉服店　伏見店
京都市伏見区 小売業 前田呉服店
京都市伏見区 小売業 おじゃま館深草店
京都市伏見区 小売業 ＫＡＩＳＨＩＮＴＥＩ
京都市伏見区 小売業 有限会社　宮前建材店
京都市伏見区 小売業 オートック　京都伏見店
京都市伏見区 小売業 株式会社シェルパ　パッカーズ
京都市伏見区 小売業 髙見牧場　桃山店
京都市伏見区 小売業 パイ＆カステーラ　山崎屋
京都市伏見区 小売業 きのわ
京都市伏見区 小売業 雨月茶屋売店
京都市伏見区 小売業 醍醐寺　三宝院売店
京都市伏見区 小売業 スギドラッグ醍醐店
京都市伏見区 小売業 スギ薬局アルプラザ醍醐店
京都市伏見区 小売業 スギ薬局小栗栖店
京都市伏見区 小売業 西友下鳥羽店
京都市伏見区 小売業 アトリエ亀田「アルモニー」
京都市伏見区 小売業 アトリエ亀田「バ・ルール」
京都市伏見区 小売業 フレッシュビーンズフルカワ
京都市伏見区 小売業 株式会社タカノ
京都市伏見区 小売業 株式会社プリベイル喜久「PaoPao」
京都市伏見区 小売業 株式会社プリベイル喜久「グラマラスコレクションPAO」
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京都市伏見区 小売業 株式会社小野デンキ
京都市伏見区 小売業 若由陶業株式会社「わかよし」
京都市伏見区 小売業 桃山堂
京都市伏見区 小売業 有限会社おくだ「メンズショップおくだ」
京都市伏見区 小売業 有限会社トイズかめた
京都市伏見区 小売業 有限会社フクヤ洋品店
京都市伏見区 小売業 有限会社松田桃香園
京都市伏見区 小売業 有限会社水谷利一商店
京都市伏見区 小売業 有限会社中塚商店「中塚家具」
京都市伏見区 小売業 小西いも（小西小江子）
京都市伏見区 小売業 商工堂(中川圭子)
京都市伏見区 小売業 ふたば(山本諭)
京都市伏見区 小売業 村井モータース
京都市伏見区 小売業 有限会社キョウトノアサイエンス
京都市伏見区 小売業 淀豊
京都市伏見区 小売業 サーティワンアイスクリームMOMOテラス店
京都市伏見区 小売業 ナカヨシ書店
京都市伏見区 小売業 マエカワ書店
京都市伏見区 小売業 ザッカバッカー
京都市伏見区 小売業 食育キッチンイシグロ
京都市伏見区 小売業 京都香音玉屋
京都市伏見区 小売業 エール薬局伏見店
京都市伏見区 小売業 勝岡呉服店
京都市伏見区 小売業 ダイビングプロショップエリート
京都市伏見区 小売業 ビヨーカン
京都市伏見区 小売業 株式会社若林楽器店
京都市伏見区 小売業 富雅康国際㈱
京都市伏見区 小売業 ㈱若林楽器店
京都市伏見区 小売業 絵本のこたち
京都市伏見区 小売業 神泉堂薬局
京都市伏見区 小売業 はやぶさゴルフショップ
京都市伏見区 小売業 荒玉酒店
京都市伏見区 小売業 もも商店
京都市伏見区 小売業 エース三ッ星
京都市伏見区 小売業 わくわくリサイクル　アールイー　醍醐店
京都市伏見区 小売業 わくわくリサイクル　アールイー　サテライト
京都市伏見区 小売業 イン・ザ・ムード
京都市伏見区 小売業 買取専門店 京小町
京都市伏見区 小売業 株式会社　花福生花店
京都市伏見区 小売業 株式会社伊藤軒
京都市伏見区 不動産・賃貸業 南国電波
京都市伏見区 不動産・賃貸業 センチュリー２１西日本不動産情報センター
京都市伏見区 不動産・賃貸業 センチュリー２１ホームサービス伏見桃山店
京都市伏見区 不動産・賃貸業 リーエムライフ㈱
京都市伏見区 不動産・賃貸業 洛南住宅
京都市伏見区 不動産・賃貸業 桃山南現地案内所
京都市伏見区 不動産・賃貸業 ウィンズリンク㈱「アパマンショップ伏見店」
京都市伏見区 不動産・賃貸業 ㈱スリーシ―
京都市伏見区 不動産・賃貸業 株式会社ワイズホーム
京都市伏見区 不動産・賃貸業 ソーワホーム
京都市伏見区 不動産・賃貸業 リヴレン伊勢屋
京都市伏見区 不動産・賃貸業 今村　均
京都市伏見区 不動産・賃貸業 株式会社ＭＹホーム
京都市伏見区 不動産・賃貸業 株式会社MYホーム
京都市伏見区 不動産・賃貸業 アドバンスライフ(株)　伏見店
京都市伏見区 宿泊業 アーバンホテルシステム株式会社
京都市伏見区 宿泊業 パルセス㈱
京都市伏見区 宿泊業 株式会社 ＴＯＷＡエグメント
京都市伏見区 宿泊業 冨信株式会社
京都市伏見区 宿泊業 Stay Inn KOTO
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京都市伏見区 宿泊業 桃山温泉 月見館
京都市伏見区 宿泊業 旅館　寿々喜荘
京都市伏見区 宿泊業 リーエムハウス㈱
京都市伏見区 宿泊業 いなりそう
京都市伏見区 宿泊業 Guest suites 福菊
京都市伏見区 宿泊業 ステーキレストラン大進亭
京都市伏見区 宿泊業 民泊稲荷山
京都市伏見区 宿泊業 アーバンホテル京都
京都市伏見区 宿泊業 Ｔｅｎｄｅｒ Ｓｃｅｎｔ
京都市伏見区 宿泊業 ゲストハウスオーヤマＩＮＮ伏見稲荷A棟
京都市伏見区 宿泊業 ゲストハウスオーヤマＩＮＮ伏見稲荷B棟
京都市伏見区 宿泊業 馬利軍
京都市伏見区 飲食業 餃子ノ酒場いっちゃん
京都市伏見区 飲食業 串八　新堀川店
京都市伏見区 飲食業 バーまる羽酒店
京都市伏見区 飲食業 はなまるうどん京都堀川店
京都市伏見区 飲食業 まいるーむ姉妹
京都市伏見区 飲食業 ㈱YIS（日本酒 炭焼き家 粋）
京都市伏見区 飲食業 ㈱かに道楽（京都伏見店）
京都市伏見区 飲食業 カフェレストランKurobei
京都市伏見区 飲食業 株式会社一休庵（京の台所月の蔵人）
京都市伏見区 飲食業 株式会社治元たんとと和くら伏見桃山店
京都市伏見区 飲食業 総合食品エスイー株式会社
京都市伏見区 飲食業 焼肉 横山
京都市伏見区 飲食業 焼肉酒屋いっ心
京都市伏見区 飲食業 株式会社治元まる福伏見桃山店
京都市伏見区 飲食業 株式会社治元麺場田所商店京都伏見店
京都市伏見区 飲食業 株式会社治元錦わらい伏見桃山店
京都市伏見区 飲食業 カフェ＆ランチ絵慕
京都市伏見区 飲食業 サクラ
京都市伏見区 飲食業 ジャンボカラオケ広場　桃山御陵前店
京都市伏見区 飲食業 ジャンボカラオケ広場　六地蔵店
京都市伏見区 飲食業 たかばし　横大路店
京都市伏見区 飲食業 伏見桃山カフェ＆ギャラリー無花果
京都市伏見区 飲食業 肉のジャンボ市横大路店
京都市伏見区 飲食業 京とんちん亭
京都市伏見区 飲食業 しっぽちゃん
京都市伏見区 飲食業 中華ダイニング　NAO
京都市伏見区 飲食業 和食さと　下鳥羽店
京都市伏見区 飲食業 和食さと　醍醐店
京都市伏見区 飲食業 和食さと　竹田店
京都市伏見区 飲食業 (株)村井土建
京都市伏見区 飲食業 Bar俺の空
京都市伏見区 飲食業 Flip Flop
京都市伏見区 飲食業 MANGIA!MANGIA!
京都市伏見区 飲食業 The ANSONIA CAFE
京都市伏見区 飲食業 いちげんや
京都市伏見区 飲食業 キザクラ カッパカントリー（黄桜酒場・黄桜商店）
京都市伏見区 飲食業 ちゃあちゃんのおばんざい
京都市伏見区 飲食業 日本酒と炭火焼　藤丸
京都市伏見区 飲食業 伏水蔵
京都市伏見区 飲食業 麺好坊蓮
京都市伏見区 飲食業 可乃古
京都市伏見区 飲食業 株式会社 プレメーズ
京都市伏見区 飲食業 株式会社 清和荘
京都市伏見区 飲食業 株式会社ワン·ピース
京都市伏見区 飲食業 株式会社魚三楼
京都市伏見区 飲食業 株式会社冨美家
京都市伏見区 飲食業 ㈱サファリ
京都市伏見区 飲食業 喫茶うずら
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京都市伏見区 飲食業 京町肉どころ十二屋
京都市伏見区 飲食業 有限会社アッズ・クー
京都市伏見区 飲食業 有限会社二口屋
京都市伏見区 飲食業 ㈲キョウモン
京都市伏見区 飲食業 ㈲魚治
京都市伏見区 飲食業 Ｎ白木屋　丹波橋北口駅前店
京都市伏見区 飲食業 きなさ　京都MOMOテラス店
京都市伏見区 飲食業 ステーキハウス文琳
京都市伏見区 飲食業 スナック　ドルフィン
京都市伏見区 飲食業 ピザ・リトルパーティー醍醐店
京都市伏見区 飲食業 ポムの樹Jr.　MOMOテラス店
京都市伏見区 飲食業 吉祥菓寮　京都伏見稲荷店
京都市伏見区 飲食業 杵屋　京都パセオダイゴロー店
京都市伏見区 飲食業 魚民　中書島北口駅前店
京都市伏見区 飲食業 旬食彩　OHSUMI
京都市伏見区 飲食業 瑞石庵
京都市伏見区 飲食業 肉どころ　十二屋
京都市伏見区 飲食業 麺処　八百松
京都市伏見区 飲食業 蓮華
京都市伏見区 飲食業 和ダイニング四六時中 京都醍醐店
京都市伏見区 飲食業 餃子の王将 国道大手筋店
京都市伏見区 飲食業 餃子の王将 城南宮店
京都市伏見区 飲食業 餃子の王将 深草竹田店
京都市伏見区 飲食業 餃子の王将 大手筋店
京都市伏見区 飲食業 餃子の王将 醍醐店
京都市伏見区 飲食業 餃子の王将 桃山店
京都市伏見区 飲食業 Pizza Cafe TakemuRa
京都市伏見区 飲食業 オステリアカフェアグリ
京都市伏見区 飲食業 仙石しゃれい
京都市伏見区 飲食業 ドミノ・ピザ　石田森東
京都市伏見区 飲食業 なみちゃん
京都市伏見区 飲食業 リファイン
京都市伏見区 飲食業 右左㐂乃厨
京都市伏見区 飲食業 株式会社祇園にしむら
京都市伏見区 飲食業 京料理 清和荘
京都市伏見区 飲食業 手打ちとんかつ　かつ屋
京都市伏見区 飲食業 上等カレー京都醍醐店
京都市伏見区 飲食業 鳥羽弥
京都市伏見区 飲食業 奈々美CLUB
京都市伏見区 飲食業 無添くら寿司　京都伏見店
京都市伏見区 飲食業 無添くら寿司　醍醐店
京都市伏見区 飲食業 有限会社喜祥・甚平
京都市伏見区 飲食業 ナイトスポット　アニー
京都市伏見区 飲食業 Pizzeria Napoletana Don Ciccio
京都市伏見区 飲食業 ひまわり（伏見区）
京都市伏見区 飲食業 家ごはん　れんこん
京都市伏見区 飲食業 蔵大手筋店
京都市伏見区 飲食業 R.M.Asili Cafe＆Dining
京都市伏見区 飲食業 ルナ・パーク
京都市伏見区 飲食業 黒豚六白しゃぶしゃぶさらまっぽ
京都市伏見区 飲食業 焼肉　安べえ
京都市伏見区 飲食業 Foods bar 栞屋
京都市伏見区 飲食業 HUKURO（ふくろう）
京都市伏見区 飲食業 JYOTY
京都市伏見区 飲食業 TRATTORIA TREVALLI
京都市伏見区 飲食業 味処きらく
京都市伏見区 飲食業 おこぶ北淸
京都市伏見区 飲食業 カエデフードサービス
京都市伏見区 飲食業 からふね屋珈琲 竹田店
京都市伏見区 飲食業 合同会社　伏水酒蔵小路
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京都市伏見区 飲食業 納屋町ワイン食堂　カガネル
京都市伏見区 飲食業 春吉
京都市伏見区 飲食業 ひら田
京都市伏見区 飲食業 マツバラミルクショップ
京都市伏見区 飲食業 焼肉しゃぶしゃぶ　きた里
京都市伏見区 飲食業 料理屋しん谷
京都市伏見区 飲食業 レミューズカフェ
京都市伏見区 飲食業 居酒屋 たむら
京都市伏見区 飲食業 居酒屋ことぶき
京都市伏見区 飲食業 醍醐　菜の花
京都市伏見区 飲食業 鳥どり
京都市伏見区 飲食業 天天有伏見大手筋店
京都市伏見区 飲食業 Kitchen 問屋町
京都市伏見区 飲食業 Troquet　トロワ
京都市伏見区 飲食業 おでん専門店べんがらや
京都市伏見区 飲食業 カフェコロラド醍醐店
京都市伏見区 飲食業 カラオケ　つるBar
京都市伏見区 飲食業 クレープK
京都市伏見区 飲食業 さぬき大名 モモテラス店
京都市伏見区 飲食業 ミルクブロッサムマツバラ
京都市伏見区 飲食業 六三亭
京都市伏見区 飲食業 道草
京都市伏見区 飲食業 Bar Bali‘s
京都市伏見区 飲食業 一汁三菜　有無
京都市伏見区 飲食業 かくれんぼ
京都市伏見区 飲食業 参伍拾家　太平一
京都市伏見区 飲食業 大黒ラーメン本店
京都市伏見区 飲食業 だるま屋
京都市伏見区 飲食業 月代
京都市伏見区 飲食業 ののまる商店
京都市伏見区 飲食業 ふれあいカフェトトハウス
京都市伏見区 飲食業 艮作
京都市伏見区 飲食業 参伍捨家　太平一
京都市伏見区 飲食業 得得　伏見竹田店
京都市伏見区 飲食業 BAR α アルファ
京都市伏見区 飲食業 Spicy-Heart
京都市伏見区 飲食業 カフェ桃山78
京都市伏見区 飲食業 カラオケ喫茶　桜木
京都市伏見区 飲食業 お食事処　筑前
京都市伏見区 飲食業 カフェ　リーブル
京都市伏見区 飲食業 たこ焼処はんなりん
京都市伏見区 飲食業 和み処　三献
京都市伏見区 飲食業 創作dining楽GAKU
京都市伏見区 飲食業 鳥貴族　深草店
京都市伏見区 飲食業 スタンド　中書島
京都市伏見区 飲食業 珍遊　大手筋店
京都市伏見区 飲食業 フレンチカフェ　ル・クロ　スゥ ル スリジェ
京都市伏見区 飲食業 阿闍梨寮　寿庵
京都市伏見区 飲食業 牛角　京都R1下鳥羽店
京都市伏見区 飲食業 醐山料理　雨月茶屋
京都市伏見区 飲食業 がんこMOMOテラス店
京都市伏見区 飲食業 コミュニティカフェ工房　ひのぼっこ
京都市伏見区 飲食業 鳥メロ伏見桃山店
京都市伏見区 飲食業 カフェたんぽぽ
京都市伏見区 飲食業 スナックRIN
京都市伏見区 飲食業 ピーターフロッグ
京都市伏見区 飲食業 石勢
京都市伏見区 飲食業 仁
京都市伏見区 飲食業 カラオケスナック喫茶Ｍ
京都市伏見区 飲食業 レストラン暖蘭
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京都市伏見区 飲食業 喜楽
京都市伏見区 飲食業 季節料理みのり
京都市伏見区 飲食業 時代屋大手筋店
京都市伏見区 飲食業 にぎり長次郎　竹田店
京都市伏見区 飲食業 洋食屋　コートレット
京都市伏見区 飲食業 生粉打蕎麦玄太
京都市伏見区 飲食業 伏見夢百衆
京都市伏見区 飲食業 こだわり天ぷらと旨い魚　こだわりや伏見桃山駅前から
京都市伏見区 飲食業 居酒屋ぴろん
京都市伏見区 飲食業 京都大漁丼家
京都市伏見区 飲食業 焼肉　改進亭
京都市伏見区 飲食業 平家33
京都市伏見区 飲食業 花涼ん
京都市伏見区 飲食業 京都翔龍
京都市伏見区 飲食業 得得　下鳥羽店
京都市伏見区 飲食業 祢ざめ家
京都市伏見区 飲食業 SHOT BAR SUMIZOME 655番地
京都市伏見区 飲食業 青龍
京都市伏見区 飲食業 タノッカ
京都市伏見区 飲食業 醪音　伏見店
京都市伏見区 飲食業 Cafe ゆきかぐれ
京都市伏見区 飲食業 からあげ　翔
京都市伏見区 飲食業 居酒屋　翔
京都市伏見区 飲食業 味蔵舞
京都市伏見区 飲食業 ポポロヒロバ
京都市伏見区 飲食業 京菜味のむら
京都市伏見区 飲食業 原口タクシー
京都市伏見区 飲食業 流れ鮨三代目おとわ 伏見店
京都市伏見区 飲食業 株式会社ネクスト・ブレイン
京都市伏見区 飲食業 串だいにんぐ炭焼浪漫家　藤森店
京都市伏見区 飲食業 将月　深草店
京都市伏見区 飲食業 茶房ひまわり六地蔵店
京都市伏見区 飲食業 居酒屋　田中家
京都市伏見区 飲食業 anpeiji
京都市伏見区 飲食業 カフェキッチンパセリ
京都市伏見区 飲食業 串もんまるまる 大手筋店
京都市伏見区 飲食業 ちくま
京都市伏見区 飲食業 寿し長
京都市伏見区 飲食業 お好み焼き・鉄板焼き　きん太赤池店
京都市伏見区 飲食業 串カツとんこ
京都市伏見区 飲食業 ベジテジや 深草本店
京都市伏見区 飲食業 京都勝牛
京都市伏見区 飲食業 鉄板・お好み焼き太郎
京都市伏見区 飲食業 鉄板串焼き　創作小皿　咲蔵
京都市伏見区 飲食業 ザめしや京都伏見店
京都市伏見区 飲食業 どんぐり新堀川店
京都市伏見区 飲食業 フォルクス 伏見下鳥羽店
京都市伏見区 飲食業 韓丼　新堀川本店
京都市伏見区 飲食業 吉招庵
京都市伏見区 飲食業 焼肉やる気　新堀川本店
京都市伏見区 飲食業 LOCAVO
京都市伏見区 飲食業 から揚げの天才  伏見桃山店
京都市伏見区 飲食業 京都勝牛　伏見稲荷店
京都市伏見区 飲食業 コミュニティカフェ　倶会一処
京都市伏見区 飲食業 ベジテジや　深草店
京都市伏見区 飲食業 三代目 鳥メロ  伏見桃山店
京都市伏見区 飲食業 呑みどころ　ほなっ
京都市伏見区 飲食業 鮨・酒・肴 杉玉 伏見桃山
京都市伏見区 飲食業 熟成焼肉　听　新堀川店
京都市伏見区 飲食業 ネパール料理 レストランナマステ
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京都市伏見区 飲食業 味処さこん
京都市伏見区 飲食業 ばんからや
京都市伏見区 飲食業 鳥せい淀店
京都市伏見区 飲食業 Chaps
京都市伏見区 飲食業 味福
京都市伏見区 飲食業 ステーキ宮 京都伏見店
京都市伏見区 飲食業 ラーメン銀閣
京都市伏見区 飲食業 珉珉　桃山店
京都市伏見区 飲食業 La tiare kyoto
京都市伏見区 飲食業 きのわ
京都市伏見区 飲食業 串かつ上田酒店
京都市伏見区 飲食業 焼肉チファジャラウンドワン伏見店
京都市伏見区 飲食業 鳥せい本店
京都市伏見区 飲食業 都うどん　新堀川店
京都市伏見区 飲食業 都うどん　桃山店
京都市伏見区 飲食業 イタリアントマトカフェJr.　MOMOテラス店
京都市伏見区 飲食業 たこ仙人
京都市伏見区 飲食業 まる梅
京都市伏見区 飲食業 来来亭六地蔵店
京都市伏見区 飲食業 hokkaido高田家
京都市伏見区 飲食業 おお乃
京都市伏見区 飲食業 カレーハウスココ壱番屋京都赤池店
京都市伏見区 飲食業 カレーハウスココ壱番屋新堀川店
京都市伏見区 飲食業 カレーハウスココ壱番屋伏見区横大路店
京都市伏見区 飲食業 カレーハウスココ壱番屋伏見醍醐店
京都市伏見区 飲食業 広東料理鳳麟
京都市伏見区 飲食業 ケンタッキーフライドチキン　アル・プラザ醍醐店
京都市伏見区 飲食業 コメダ珈琲店　京都伏見稲荷店
京都市伏見区 飲食業 ドトール珈琲農園　ニトリ伏見向島店
京都市伏見区 飲食業 星乃珈琲店京都伏見店
京都市伏見区 飲食業 土井活鰻
京都市伏見区 飲食業 洋麺屋五右衛門京都伏見店
京都市伏見区 飲食業 餃子の専門店　福吉
京都市伏見区 飲食業 カレーハウスCoCo壱番屋　近鉄上鳥羽口店
京都市伏見区 飲食業 中華そば海や
京都市伏見区 飲食業 田舎鳥料理　末よし
京都市伏見区 飲食業 ダイニング　仁
京都市伏見区 飲食業 ふしみ庵
京都市伏見区 飲食業 伏見桃山　とんべえ
京都市伏見区 飲食業 モスバーガー伏見大手筋店
京都市伏見区 飲食業 阿津満
京都市伏見区 飲食業 酒飯　光
京都市伏見区 飲食業 伏見更科
京都市伏見区 飲食業 有限会社えんり庵
京都市伏見区 飲食業 有限会社油長茶舗
京都市伏見区 飲食業 京Hulotte
京都市伏見区 飲食業 Bar Lag Wagon
京都市伏見区 飲食業 四季
京都市伏見区 飲食業 はなの都
京都市伏見区 飲食業 楽呑楽食　都
京都市伏見区 飲食業 リンガーハットＭＯＭＯテラス店
京都市伏見区 飲食業 株式会社　時代屋
京都市伏見区 飲食業 焼肉屋さかい　伏見横大路店
京都市伏見区 飲食業 寿司割烹　琴
京都市伏見区 飲食業 大鶴食堂
京都市伏見区 飲食業 本格手打うどん大河
京都市伏見区 飲食業 陽喜寿司
京都市伏見区 飲食業 お好み焼 鉄板焼 十銭 伏見大手筋店
京都市伏見区 飲食業 お好み焼 鉄板焼 十銭 伏見深草店
京都市伏見区 飲食業 パスタと手づくりハンバーグの店 フェデリーニ
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京都市伏見区 飲食業 リタcoffee
京都市伏見区 飲食業 串とテール煮　様様　大手筋店
京都市伏見区 飲食業 和　いけやん
京都市伏見区 飲食業 イタリアワイン　Enoteca C.d.G
京都市伏見区 飲食業 スシロー京都伏見店
京都市伏見区 飲食業 株式会社鳥貴族「鳥貴族伏見桃山店」
京都市伏見区 飲食業 鳥羽甚
京都市伏見区 飲食業 Judgment
京都市伏見区 飲食業 かつや　京都新堀川店
京都市伏見区 飲食業 かつや　京都醍醐店
京都市伏見区 飲食業 きんちゃん
京都市伏見区 飲食業 ロッテリア　京都伏見マツモト店
京都市伏見区 飲食業 鎌倉パスタ　京都伏見店
京都市伏見区 飲食業 中華料理　城南園
京都市伏見区 飲食業 Nyam Nyam
京都市伏見区 飲食業 ジョリーパスタ伏見店
京都市伏見区 飲食業 花菜
京都市伏見区 飲食業 福門ラーメン
京都市伏見区 飲食業 焼肉わぎゅう家
京都市伏見区 飲食業 鉄板ダイニング憩処
京都市伏見区 飲食業 レストランキタガワ
京都市伏見区 飲食業 中華川食堂
京都市伏見区 飲食業 中華厨房　中じま
京都市伏見区 飲食業 久兵衛
京都市伏見区 飲食業 焼肉どころ鼎
京都市伏見区 飲食業 OKONOMIHOUSEきゃべツッ子
京都市伏見区 飲食業 文左亭　六地蔵店
京都市伏見区 飲食業 お好み焼き　いっぷく
京都市伏見区 飲食業 松廣
京都市伏見区 飲食業 ラー麺陽はまた昇る
京都市伏見区 飲食業 酒亭　てら内
京都市伏見区 飲食業 理容　石井
京都市伏見区 飲食業 海宝寺
京都市伏見区 飲食業 八剣伝　向島店
京都市伏見区 飲食業 すき家　伏見新堀川店
京都市伏見区 飲食業 すき家　伏見石田店
京都市伏見区 飲食業 た藁や 伏見桃山店
京都市伏見区 飲食業 和食　さんしろう
京都市伏見区 飲食業 お食事・おやつ工房まっちゃん
京都市伏見区 飲食業 キッチンかりんや
京都市伏見区 飲食業 大起水産回転寿司　京都伏見店
京都市伏見区 飲食業 サンチヨ　伏見店
京都市伏見区 飲食業 407号売店　Two days
京都市伏見区 飲食業 セアブラノ神　伏見剛力
京都市伏見区 飲食業 鳥料理Kurka
京都市伏見区 飲食業 ディッパーダン　MOMOテラス店
京都市伏見区 飲食業 フカクサ製麺食堂
京都市伏見区 飲食業 四川料理味苑赤池店
京都市伏見区 飲食業 四川料理味苑竹田店
京都市伏見区 飲食業 焼鳥いいね！！
京都市伏見区 飲食業 珈琲館ノア
京都市伏見区 飲食業 お好み焼　鉄板焼　さかえ
京都市伏見区 飲食業 なか卯　新堀川店
京都市伏見区 飲食業 なか卯　桃山西尾店
京都市伏見区 飲食業 なか卯　伏見桃山店
京都市伏見区 飲食業 なか卯　龍大前店
京都市伏見区 飲食業 ブロンコビリー京都南店
京都市伏見区 飲食業 ブロンコビリー伏見桃山店
京都市伏見区 飲食業 ＣＡＦＥ　ＭＯＫＵＲＥＮ
京都市伏見区 飲食業 安べえ
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京都市伏見区 飲食業 中国料理 揚子江
京都市伏見区 飲食業 京豆庵　伏見稲荷店
京都市伏見区 飲食業 サンマルクカフェ　MOMOテラス店
京都市伏見区 飲食業 サンマルクカフェ　京都伏見桃山店
京都市伏見区 飲食業 モスバーガー京都競馬場店
京都市伏見区 飲食業 醍醐なら原
京都市伏見区 飲食業 北京料理　金龍
京都市伏見区 飲食業 甘味　寺嘉
京都市伏見区 飲食業 びっくりドンキー伏見店
京都市伏見区 飲食業 松屋　六地蔵店
京都市伏見区 飲食業 松のや　京都南インター店
京都市伏見区 飲食業 ルマカフェ
京都市伏見区 飲食業 おいしい空間 菜野
京都市伏見区 飲食業 だいご学園ふらっと
京都市伏見区 飲食業 モカマシーン　カフェきゅうごろう
京都市伏見区 飲食業 friends
京都市伏見区 飲食業 インド・ネパール料理　ソニヤ　竹田久保店
京都市伏見区 飲食業 手打ちうどん福来たる
京都市伏見区 飲食業 肉匠　森つる
京都市伏見区 飲食業 フェリーチェ
京都市伏見区 飲食業 珈琲フラット。
京都市伏見区 飲食業 鳥房
京都市伏見区 飲食業 カフェ ド クリエ ホピタル 京都医療センター店
京都市伏見区 飲食業 EXIT
京都市伏見区 飲食業 悠遊鄭
京都市伏見区 飲食業 music launge ぽてちーの
京都市伏見区 飲食業 居酒屋ぷいぷい
京都市伏見区 飲食業 家守堂
京都市伏見区 飲食業 ジョイフル　京都伏見店
京都市伏見区 飲食業 しも村
京都市伏見区 飲食業 焼肉伽亜肚（ガッツ）
京都市伏見区 飲食業 家やす
京都市伏見区 飲食業 うな良
京都市伏見区 飲食業 Darts Place Village
京都市伏見区 飲食業 おうどんや　饂の神
京都市伏見区 飲食業 居酒屋ろくちゃん
京都市伏見区 飲食業 おこげ
京都市伏見区 飲食業 醍醐　満る安
京都市伏見区 飲食業 ａｖｏｌｏ　アーヴォロ
京都市伏見区 飲食業 Le　ｌｉｅｎ
京都市伏見区 飲食業 鳥野郎
京都市伏見区 飲食業 夢2
京都市伏見区 飲食業 纒
京都市伏見区 飲食業 まんげつ
京都市伏見区 飲食業 café BLUE
京都市伏見区 飲食業 家庭酒房　なべや
京都市伏見区 飲食業 新福菜館伏見店
京都市伏見区 飲食業 酒場ほっぷ
京都市伏見区 飲食業 KONAMI
京都市伏見区 飲食業 天下一品 1号線上鳥羽店
京都市伏見区 飲食業 Bar Sakamoto
京都市伏見区 飲食業 立呑み　ごうちゃん
京都市伏見区 飲食業 なな家
京都市伏見区 飲食業 オレンジハウス
京都市伏見区 飲食業 木金くらぶ
京都市伏見区 飲食業 esora
京都市伏見区 飲食業 drago
京都市伏見区 飲食業 お好み焼き半蔵
京都市伏見区 飲食業 お好み焼き焼き・鉄板焼きテッペン。
京都市伏見区 飲食業 フジワラ
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京都市伏見区 飲食業 徳利と杓文字
京都市伏見区 飲食業 虎路家
京都市伏見区 飲食業 FUKAKUSA
京都市伏見区 飲食業 来来亭　新堀川店
京都市伏見区 飲食業 BAR Bally
京都市伏見区 飲食業 焼き鳥まるまる百合屋
京都市伏見区 飲食業 わらび亭
京都市伏見区 飲食業 天下一品竹田店
京都市伏見区 飲食業 焼鳥ぎんじ伏見桃山店
京都市伏見区 飲食業 居酒屋　松
京都市伏見区 飲食業 ぞろ芽
京都市伏見区 飲食業 SCRATCH
京都市伏見区 飲食業 和食　青空
京都市伏見区 飲食業 麺屋かがり
京都市伏見区 飲食業 レボリューションブックス
京都市伏見区 飲食業 お好み焼きホッシー君
京都市伏見区 飲食業 Romeo
京都市伏見区 飲食業 フードバーヨシモト
京都市伏見区 飲食業 Bar  Act
京都市伏見区 飲食業 IZAKA-YA　凛
京都市伏見区 飲食業 chocana
京都市伏見区 飲食業 きりん亭
京都市伏見区 飲食業 中華屋がっつ
京都市伏見区 飲食業 嶋屋　深草店
京都市伏見区 飲食業 嶋屋　竹田店
京都市伏見区 飲食業 博多モツ鍋 モツイチ
京都市伏見区 飲食業 居酒屋ばり
京都市伏見区 飲食業 但馬亭
京都市伏見区 飲食業 Bar Kiss 醍醐店
京都市伏見区 飲食業 Bar　貴
京都市伏見区 飲食業 Batty An Bench
京都市伏見区 飲食業 cave de r アール 40th
京都市伏見区 飲食業 Se家
京都市伏見区 飲食業 インド・ネパール料理　ガンガ
京都市伏見区 飲食業 がらくた屋
京都市伏見区 飲食業 ここ
京都市伏見区 飲食業 小料理　花吹雪
京都市伏見区 飲食業 スナック　架菜
京都市伏見区 飲食業 立ち呑み　きより
京都市伏見区 飲食業 二代目五山
京都市伏見区 飲食業 呑み処食べ処　ひさ
京都市伏見区 飲食業 ほころび
京都市伏見区 飲食業 慕情
京都市伏見区 飲食業 スナック　優
京都市伏見区 飲食業 中華料理　大眠
京都市伏見区 飲食業 メンバーズ　Ｒｉｅ
京都市伏見区 飲食業 ラーメントリトン
京都市伏見区 飲食業 楼蘭
京都市伏見区 飲食業 喫茶スナック　ぷかぷか
京都市伏見区 飲食業 京串寺蔵
京都市伏見区 飲食業 都そば　伏見桃山店
京都市伏見区 飲食業 味処　みつ
京都市伏見区 飲食業 葉月Ｂa～
京都市伏見区 飲食業 酩酊日和
京都市伏見区 飲食業 BANG-BOO
京都市伏見区 飲食業 Lounge iroko
京都市伏見区 飲食業 Music Space カラオケ TURBO
京都市伏見区 飲食業 アルフォルノ
京都市伏見区 飲食業 庵寿
京都市伏見区 飲食業 居酒屋　力
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京都市伏見区 飲食業 居酒屋いっさん
京都市伏見区 飲食業 ヴィーナス
京都市伏見区 飲食業 居酒屋りょう馬
京都市伏見区 飲食業 おこのみクロちゃん家
京都市伏見区 飲食業 お食事処酒処　三木
京都市伏見区 飲食業 雀宿
京都市伏見区 飲食業 スナックデビュー
京都市伏見区 飲食業 スナックひばり
京都市伏見区 飲食業 スナック英
京都市伏見区 飲食業 たぬき
京都市伏見区 飲食業 とと河岸
京都市伏見区 飲食業 ニューいなば
京都市伏見区 飲食業 呑喜
京都市伏見区 飲食業 ラーメン小僧
京都市伏見区 飲食業 ラウンジ　集
京都市伏見区 飲食業 ラウンジWAVE
京都市伏見区 飲食業 ニュー　平家
京都市伏見区 飲食業 壱政
京都市伏見区 飲食業 居酒屋　勇気凛々
京都市伏見区 飲食業 居酒屋まり
京都市伏見区 飲食業 居酒屋龍馬
京都市伏見区 飲食業 黒木屋
京都市伏見区 飲食業 手づくりハンバーグの店とくら新堀川店
京都市伏見区 飲食業 轍
京都市伏見区 飲食業 呑んだれや　喰うたれや　ぐぅ
京都市伏見区 飲食業 福小町
京都市伏見区 飲食業 野人　YA_IN
京都市伏見区 飲食業 萬吉
京都市伏見区 飲食業 Barさくらッ子
京都市伏見区 飲食業 Bistro四川食堂
京都市伏見区 飲食業 NEST PASSION
京都市伏見区 飲食業 ＴＯＰＰＥＮ
京都市伏見区 飲食業 おがんざい　おばちゃん家
京都市伏見区 飲食業 カフェ&ビアーカラオケ喫茶ホワイトハウス
京都市伏見区 飲食業 NEXT PASSiON
京都市伏見区 飲食業 Lounge　irokoi
京都市伏見区 飲食業 ザ・コロニーバー
京都市伏見区 飲食業 幸月
京都市伏見区 飲食業 スナック　大連恵子
京都市伏見区 飲食業 スナックあや
京都市伏見区 飲食業 スナックジャスミン
京都市伏見区 飲食業 たんぽぽ
京都市伏見区 飲食業 ばんらい屋
京都市伏見区 飲食業 ます
京都市伏見区 飲食業 ラウンジ　雄
京都市伏見区 飲食業 TORIYAKI 凰鶏
京都市伏見区 飲食業 焼鳥　いいね!!
京都市伏見区 飲食業 焼き鳥　雀宿
京都市伏見区 飲食業 和み鉄板きた
京都市伏見区 飲食業 MAGUROGARAGE
京都市伏見区 飲食業 居酒屋松ちゃん
京都市伏見区 飲食業 エルフ
京都市伏見区 飲食業 おばんざい　おばちゃん家
京都市伏見区 飲食業 酒処あうん
京都市伏見区 飲食業 寿司割烹みちば
京都市伏見区 飲食業 出し巻と一品料理　宮
京都市伏見区 飲食業 鉄板奉行
京都市伏見区 飲食業 鉄板焼ばーど
京都市伏見区 飲食業 居酒屋なかま
京都市伏見区 飲食業 炭火焼　居酒屋　翔
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京都市伏見区 飲食業 炭焼やきとり一番　新堀川店
京都市伏見区 飲食業 天和四川料理
京都市伏見区 飲食業 餃子屋壱番
京都市伏見区 飲食業 RAJU　伏見店
京都市伏見区 飲食業 居酒屋３１５
京都市伏見区 飲食業 カラオケBarオレとおまえ
京都市伏見区 飲食業 季節魚料理なかの
京都市伏見区 飲食業 くわずいも
京都市伏見区 飲食業 コミュニティ倶楽部55　ピアレス
京都市伏見区 飲食業 醤油ラー麺専門店　陽はまた昇る
京都市伏見区 飲食業 ダイニングバー　シェルズ
京都市伏見区 飲食業 てっぱん　さくら
京都市伏見区 飲食業 ビストロオブリン
京都市伏見区 飲食業 メンバーズ清時
京都市伏見区 飲食業 串カツどない屋
京都市伏見区 飲食業 旬菜めばえ
京都市伏見区 飲食業 鉄板焼　あまから小僧
京都市伏見区 飲食業 奈美
京都市伏見区 飲食業 麺心　よし田
京都市伏見区 飲食業 Ami
京都市伏見区 飲食業 Lelien
京都市伏見区 飲食業 スナックわっ
京都市伏見区 飲食業 ふじや
京都市伏見区 飲食業 マンテン
京都市伏見区 飲食業 まんま
京都市伏見区 飲食業 本格中華料理天和
京都市伏見区 飲食業 Trattoria Invito
京都市伏見区 飲食業 いの上
京都市伏見区 飲食業 狐火
京都市伏見区 飲食業 大和堂
京都市伏見区 飲食業 なりちゃん
京都市伏見区 飲食業 もつ鍋　地鶏工房　いっしん
京都市伏見区 飲食業 游
京都市伏見区 飲食業 ラーメン喝采
京都市伏見区 飲食業 錦わらい伏見桃山店
京都市伏見区 飲食業 茶猫食堂
京都市伏見区 飲食業 茶房　柏三葉
京都市伏見区 飲食業 信頼工業　居酒屋とんとん
京都市伏見区 飲食業 おばんざい奈緒
京都市伏見区 飲食業 ラーメンたぬき屋
京都市伏見区 飲食業 ぶっきい
京都市伏見区 飲食業 鶴の湯
京都市伏見区 飲食業 徳屋
京都市伏見区 飲食業 有限会社ヤマサ鉄工所
京都市伏見区 飲食業 和田八
京都市伏見区 飲食業  Kyoto Insider Sake Experience
京都市伏見区 飲食業 キラメキノトリ伏見横大路店
京都市伏見区 飲食業 一番星
京都市伏見区 飲食業 一品料理　水戸
京都市伏見区 飲食業 みよし
京都市伏見区 飲食業 キッチンZERO
京都市伏見区 飲食業 山とく　京都市伏見区深草西浦町5丁目32-1
京都市伏見区 飲食業 スロカフェ京都
京都市伏見区 飲食業 神空楽カフェ
京都市伏見区 飲食業 希望軒　伏見新堀川店
京都市伏見区 飲食業 韓国家庭料理　邑咲
京都市伏見区 飲食業 居酒屋　勇
京都市伏見区 飲食業 スナック　CoCo
京都市伏見区 飲食業 串カツ　くろちゃん
京都市伏見区 飲食業 57
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京都市伏見区 飲食業 近善
京都市伏見区 飲食業 スナック　敏敏
京都市伏見区 飲食業 焼鶏居酒屋鶏人
京都市伏見区 飲食業 鳥せい醍醐店
京都市伏見区 飲食業 居酒屋　丹波
京都市伏見区 飲食業 京　みずほ
京都市伏見区 飲食業 kenづya BAL
京都市伏見区 飲食業 関西畳工業㈱　本店
京都市伏見区 飲食業 中華料理　水仙閣
京都市伏見区 飲食業 鶏料理・居酒屋あ～ちゃん
京都市伏見区 飲食業 倶楽部　リーブ
京都市伏見区 飲食業 飲食房　花
京都市伏見区 飲食業 秋月
京都市伏見区 飲食業 Bar Bee
京都市伏見区 飲食業 BAR　BANA
京都市伏見区 飲食業 バンブーハウス
京都市伏見区 飲食業 diningcafedai
京都市伏見区 飲食業 タッテナムコーナー
京都市伏見区 飲食業 京都醍醐 魂心家
京都市伏見区 飲食業 天馬鮨
京都市伏見区 飲食業 中華料理　呑龍
京都市伏見区 飲食業 味処・一品料理　いづ新
京都市伏見区 飲食業 焼鳥一番　深草店
京都市伏見区 飲食業 FELIZ
京都市伏見区 飲食業 志げる鮨
京都市伏見区 飲食業 ラーメン荘地球規模で考えろ伏見本店
京都市伏見区 飲食業 ホリーズカフェアルプラザ醍醐店
京都市伏見区 飲食業 山城茶屋
京都市伏見区 飲食業 お好み焼　たから
京都市伏見区 飲食業 開楽園
京都市伏見区 飲食業 ビリオン珈琲伏見桃山店
京都市伏見区 飲食業 ASAダイニング カフェ モモテラス店
京都市伏見区 飲食業 スタンドあん、
京都市伏見区 飲食業 ぎょうざの舗食桃山
京都市伏見区 飲食業 串焼NAKATO
京都市伏見区 飲食業 しず河
京都市伏見区 飲食業 おばんざい和
京都市伏見区 飲食業 馳どり屋深草極楽町
京都市伏見区 飲食業 馳どり屋深草極楽店
京都市伏見区 飲食業 丸亀製麺京都伏見
京都市伏見区 飲食業 ケンタッキー・フライド・チキン　カナートモール伏見店
京都市伏見区 飲食業 ケンタッキーフライドチキンMOMOテラス店
京都市伏見区 飲食業 お好み焼き　たから
京都市伏見区 飲食業 ナッティーエクスプレス
京都市伏見区 飲食業 どんでん
京都市伏見区 飲食業 善Kyoto apartment hotel カフェ縁
京都市伏見区 飲食業 京料理　うを弥
京都市伏見区 飲食業 末富亭
京都市伏見区 飲食業 居酒屋 権太
京都市伏見区 飲食業 みむらや
京都市伏見区 飲食業 カラオケ喫茶　ジョイ
京都市伏見区 飲食業 かつ廣桃山店
京都市伏見区 飲食業 中華料理　永楽園
京都市伏見区 飲食業 居酒屋　おたふく
京都市伏見区 飲食業 関西寿司　万吉
京都市伏見区 飲食業 居酒屋　かどや
京都市伏見区 飲食業 居酒屋カラオケ　ほっこり
京都市伏見区 飲食業 お好み焼き　あこう
京都市伏見区 飲食業 いろはラーメン
京都市伏見区 飲食業 九州熱中屋 伏見桃山LIVE



ステッカー交付一覧（2021/02/19）
所在地（市区町村） 業種区分 店舗・事業所名

京都市伏見区 飲食業 美伶
京都市伏見区 飲食業 菜たねや
京都市伏見区 飲食業 スナック・ヤング
京都市伏見区 飲食業 昔の唄の店
京都市伏見区 飲食業 和菜　西じま
京都市伏見区 飲食業 岡田商店
京都市伏見区 飲食業 カラオケ喫茶　美楽
京都市伏見区 飲食業 ミスタードーナツ　伏見大手筋
京都市伏見区 飲食業 スティック・スイーツ・ファクトリー　モモテラス
京都市伏見区 飲食業 喫茶ふじ
京都市伏見区 飲食業 やきとり大吉　桃山南口店
京都市伏見区 飲食業 やきとり大吉　淀店
京都市伏見区 飲食業 喫茶ちさと
京都市伏見区 飲食業 スナック　よし
京都市伏見区 飲食業 韓国家庭料理　はるもに
京都市伏見区 飲食業 Ｒａｎｃｈｏｓ　ＭＯＭＯテラス店
京都市伏見区 飲食業 ＡＱＵＡ
京都市伏見区 飲食業 フリージア醍醐店
京都市伏見区 飲食業 BAR CHANCE
京都市伏見区 飲食業 うまいもん工房　喜太呂
京都市伏見区 飲食業 やきとり大吉　伏見稲荷店
京都市伏見区 飲食業 ながはま家
京都市伏見区 飲食業 お好み焼き　オカダ
京都市伏見区 飲食業 スナック　ん
京都市伏見区 飲食業 すなっく雅
京都市伏見区 飲食業 サイゼリヤ 伏見醍醐店
京都市伏見区 飲食業 サイゼリヤ 伏見下鳥羽店
京都市伏見区 飲食業 醍醐焼肉ぎふと
京都市伏見区 飲食業 食事処　あじとら
京都市伏見区 飲食業 カラオケ　スナック　どん
京都市伏見区 飲食業 旬菜亭
京都市伏見区 飲食業 中国料理西海
京都市伏見区 飲食業 呑み処　糸
京都市伏見区 飲食業 食膳軒
京都市伏見区 飲食業 三福
京都市伏見区 飲食業 face cafe and clothes(face kyoto)
京都市伏見区 飲食業 English Pub spArks
京都市伏見区 飲食業 居酒屋　隠れ家
京都市伏見区 飲食業 ビストロなかたに
京都市伏見区 飲食業 花登寿司
京都市伏見区 飲食業 Super Crepes 超能煎餅
京都市伏見区 飲食業 カスカード　京阪丹波橋店
京都市伏見区 飲食業 LIEN
京都市伏見区 飲食業 とと家
京都市伏見区 飲食業 ドトールコーヒーショップ伏見桃山駅前店
京都市伏見区 飲食業 からはな
京都市伏見区 飲食業 鉄板焼ふう
京都市伏見区 飲食業 手打ち蕎麦・鮨　いまふく
京都市伏見区 飲食業 スナックすいとぴー
京都市伏見区 飲食業 かぐやひめ
京都市伏見区 飲食業 キッチンハウス　やまもと
京都市伏見区 飲食業 京都伏見食堂
京都市伏見区 飲食業 有限会社ゲベッケン
京都市伏見区 飲食業 ラーメンこんじき　深草店
京都市伏見区 飲食業 お好み焼　きしの
京都市伏見区 飲食業 喫茶グリル　シオン
京都市伏見区 飲食業 つけ麺　きらり
京都市伏見区 飲食業 きらりの肉まん
京都市伏見区 飲食業 無名小吃
京都市伏見区 飲食業 和ろう亭
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京都市伏見区 飲食業 サーティワンアイスクリーム京都南インターRS店
京都市伏見区 飲食業 餃子専門店　一丹
京都市伏見区 サービス業 日本ウエスト株式会社　第一工場
京都市伏見区 サービス業 日本ウエスト株式会社　第二工場
京都市伏見区 サービス業 日本ウエスト株式会社　統括本部
京都市伏見区 サービス業 コナミスポーツクラブ伏見
京都市伏見区 サービス業 伏見稲荷インフォメーションセンター
京都市伏見区 サービス業 ヘアーエステグランツエッセ
京都市伏見区 サービス業 ほぐしや本舗
京都市伏見区 サービス業 株式会社サン・グリーン
京都市伏見区 サービス業 ヘアースペースジュルベ
京都市伏見区 サービス業 京都府総合見本市会館（京都パルスプラザ）
京都市伏見区 サービス業 Peace of Hair
京都市伏見区 サービス業 Éclat （(榮くら)Japon
京都市伏見区 サービス業 ダンススクールソフィア
京都市伏見区 サービス業 ラウンジあうん
京都市伏見区 サービス業 株式会社 エフアンドケイ
京都市伏見区 サービス業 京進スクール・ワン 醍醐教室
京都市伏見区 サービス業 京進スクール・ワン 藤森教室
京都市伏見区 サービス業 京進スクール・ワン 伏見教室
京都市伏見区 サービス業 京進ユニバーサルキャンパス 伏見校
京都市伏見区 サービス業 京進小中部　醍醐校
京都市伏見区 サービス業 京進小中部 伏見桃山校
京都市伏見区 サービス業 協同組合京都個人タクシー協会
京都市伏見区 サービス業 Icon　ｂｙ　OLUOLU
京都市伏見区 サービス業 manoir
京都市伏見区 サービス業 ＯＬＵＯＬＵ
京都市伏見区 サービス業 ハクジュプラザ伏見大手筋店
京都市伏見区 サービス業 庵～hair～
京都市伏見区 サービス業 京都商工会議所洛南ビジネスサポートデスク
京都市伏見区 サービス業 山田音楽院
京都市伏見区 サービス業 美容室 美姫
京都市伏見区 サービス業 ヘアーサロンOGURA
京都市伏見区 サービス業 株式会社山本清掃
京都市伏見区 サービス業 ゴールフリー　久我の社教室
京都市伏見区 サービス業 ゴールフリー　醍醐教室
京都市伏見区 サービス業 ゴールフリー　藤森教室
京都市伏見区 サービス業 ゴールフリー　伏見教室
京都市伏見区 サービス業 ゴールフリー高等学院京都キャンパス
京都市伏見区 サービス業 知求館ギャラクシー　TAM
京都市伏見区 サービス業 知求館ギャラクシー　成基学園
京都市伏見区 サービス業 東進　伏見丹波橋校
京都市伏見区 サービス業 ヘアーエステYOU²
京都市伏見区 サービス業 アトリエ☆モーガン・ユー観月美容室
京都市伏見区 サービス業 スポーツクラブNAS伏見桃山
京都市伏見区 サービス業 HAIR SCENE CLEAR
京都市伏見区 サービス業 BELCA　hair
京都市伏見区 サービス業 Cut the MORUS
京都市伏見区 サービス業 K、hair
京都市伏見区 サービス業 mikan
京都市伏見区 サービス業 WASH & DRY(ウォッシュ アンド ドライ) 　伏見店
京都市伏見区 サービス業 北村会計事務所
京都市伏見区 サービス業 情報推命学
京都市伏見区 サービス業 ムスターファ
京都市伏見区 サービス業 レンタル着物　Nagomi
京都市伏見区 サービス業 小顔矯正･痩身エステサロンmint
京都市伏見区 サービス業 理容プラージュ
京都市伏見区 サービス業 カットハウス小山
京都市伏見区 サービス業 治療院　じゅいん
京都市伏見区 サービス業 山内測量設計株式会社
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京都市伏見区 サービス業 リラクセーションサロン feel
京都市伏見区 サービス業 ㈲双葉堂
京都市伏見区 サービス業 Hair 美‘s
京都市伏見区 サービス業 ㈱カーニバル　カーニバルクリーニングコープ桃山店
京都市伏見区 サービス業 ㈱カーニバル　カーニバルクリーニング羽束師店
京都市伏見区 サービス業 関西個別指導学院　伏見教室
京都市伏見区 サービス業 Befine
京都市伏見区 サービス業 ホーム・バー和
京都市伏見区 サービス業 Laviere nail
京都市伏見区 サービス業 ヘアー　ナシッブ
京都市伏見区 サービス業 ネイルサロン　ルキア
京都市伏見区 サービス業 ISA伏見桃山店
京都市伏見区 サービス業 クラモトケンネル
京都市伏見区 サービス業 理容　オグリス
京都市伏見区 サービス業 （一社）京都府自動車整備振興会
京都市伏見区 サービス業 ヘアーサロン西山
京都市伏見区 サービス業 魔～hair～
京都市伏見区 サービス業 Ｇizi　（ジジ）
京都市伏見区 サービス業 uit　（ユイト）
京都市伏見区 サービス業 株式会社JEUGIA　ダイゴセンター
京都市伏見区 サービス業 株式会社　橋本商会
京都市伏見区 サービス業 株式会社　橋本商会　京都営業所
京都市伏見区 サービス業 Koba
京都市伏見区 サービス業 ヨガスタジオKINARI
京都市伏見区 サービス業 加圧トレーニングスタジオKoba
京都市伏見区 サービス業 京都ロイヤルツーリスト
京都市伏見区 サービス業 パソコン教室わかるとできるアル・プラザ醍醐校
京都市伏見区 サービス業 アシスト株式会社京都出張所
京都市伏見区 サービス業 ノットヘアー
京都市伏見区 サービス業 ラウンドワンスタジアム京都伏見店
京都市伏見区 サービス業 株式会社ホットスタッフ京都
京都市伏見区 サービス業 Ride-On
京都市伏見区 サービス業 My Rhythm音楽事務所　伏見桃山教室
京都市伏見区 サービス業 ヘアーズゲート　カナートモール伏見店
京都市伏見区 サービス業 ワンポイントコム有限会社　京都均整治療院
京都市伏見区 サービス業 Message
京都市伏見区 サービス業 コパンスポーツクラブ京都醍醐
京都市伏見区 サービス業 焼肉きんぐ京都横大路店
京都市伏見区 サービス業 焼肉きんぐ京都桃山店
京都市伏見区 サービス業 京都警備業協同組合
京都市伏見区 サービス業 伏見十石船乗船場
京都市伏見区 サービス業 京都伏見会計事務所
京都市伏見区 サービス業 ピュアハートキッズランド伏見桃山
京都市伏見区 サービス業 Hair Salon Arano
京都市伏見区 サービス業 デイサービスセンター空　石田事業所
京都市伏見区 サービス業 ヘルパーステーション空　醍醐事業所
京都市伏見区 サービス業 株式会社ジャック「和ん館」
京都市伏見区 サービス業 ふあみり美容室
京都市伏見区 サービス業 MEN’Ｓ　HAIR　KIMURA
京都市伏見区 サービス業 Salon Rich
京都市伏見区 サービス業 メンズカット　Switch
京都市伏見区 サービス業 ガールズバーTrue（トゥルー）
京都市伏見区 サービス業 株式会社　す屋吉
京都市伏見区 サービス業 京　香
京都市伏見区 サービス業 Two days １F新聞売店
京都市伏見区 サービス業 Two days ２F新聞売店
京都市伏見区 サービス業 エニタイムフィットネス京都藤の森店
京都市伏見区 サービス業 サロン・ド・デージー
京都市伏見区 サービス業 みんなのとこや　もんち
京都市伏見区 サービス業 ヘア・ブランティーク
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京都市伏見区 サービス業 あすか鍼灸整骨院
京都市伏見区 サービス業 ASUKA　Body　Factory
京都市伏見区 サービス業 株式会社リージュ　京都伝統中医学研究所
京都市伏見区 サービス業 株式会社フィル
京都市伏見区 サービス業 学研醍醐教室
京都市伏見区 サービス業 センスアップマーブル
京都市伏見区 サービス業 ピットイン伏見
京都市伏見区 サービス業 ピットインデイサービス
京都市伏見区 サービス業 トレーニングピットイン
京都市伏見区 サービス業 髪切屋
京都市伏見区 サービス業 貸衣装　京の夢小路
京都市伏見区 サービス業 ラ・ケアみなみ
京都市伏見区 サービス業 ヨガシャーラ・京都キレイになるヨガ教室
京都市伏見区 サービス業 KaiLani Atelier
京都市伏見区 サービス業 カーライフサポートクラブ
京都市伏見区 サービス業 ともこ鍼灸整骨院
京都市伏見区 サービス業 石倉鍼灸院
京都市伏見区 サービス業 カラオケ　順子
京都市伏見区 サービス業 Avance
京都市伏見区 サービス業 鍼灸院　Glanz
京都市伏見区 サービス業 むらかみ整骨院　桃山大手筋
京都市伏見区 サービス業 むらかみ整骨院　桃山御香宮前
京都市伏見区 サービス業 スナックシンデレラ
京都市伏見区 サービス業 カラオケ喫茶＆ナイトスポットれんげ
京都市伏見区 サービス業 医療法人明安堂　はせがわ明安堂クリニック
京都市伏見区 サービス業 医療法人明安堂　みた歯科クリニック
京都市伏見区 サービス業 男と女のヘアーサロン・ビザール
京都市伏見区 サービス業 鶴の湯
京都市伏見区 サービス業 タイ式サロン　スクムウィット
京都市伏見区 サービス業 ロビンソン美容室
京都市伏見区 サービス業 本社
京都市伏見区 サービス業 本社営業所
京都市伏見区 サービス業 ＭＹ ＦＩＴＮＥＳＳ 24
京都市伏見区 サービス業 なごみWorld株式会社Club癒しす
京都市伏見区 サービス業 MY FITNESS 24
京都市伏見区 サービス業 Hair studio Acha
京都市伏見区 サービス業 個別指導　学進館　羽束師校
京都市伏見区 サービス業 ビューティ　恵美和
京都市伏見区 サービス業 REVITALIZE
京都市伏見区 サービス業 Salon de Gitan
京都市伏見区 サービス業 メガドーム・ドッセ
京都市伏見区 サービス業 メガドームドッセ
京都市伏見区 サービス業 hair stage Grip
京都市伏見区 サービス業 salon Earth サロンアース
京都市伏見区 サービス業 美容室TAHARA・Neo
京都市伏見区 サービス業 モリシタボクシングジム
京都市伏見区 サービス業 hair hands
京都市伏見区 サービス業 株式会社RS　京都営業所
京都市伏見区 サービス業 美容室あん
京都市伏見区 サービス業 有限会社セブンシーズトラベル
京都市伏見区 サービス業 ヘアーサロン　ワタナベ
京都市伏見区 娯楽業 テニスクラブ　サングリーン
京都市伏見区 娯楽業 バンブグリーンパーク
京都市伏見区 娯楽業 ラウンドワン京都伏見店
京都市伏見区 娯楽業 カラオケ館　京都伏見店
京都市伏見区 娯楽業 パチンコ　センター　大手筋店
京都市伏見区 娯楽業 カラオケ道場演歌
京都市伏見区 娯楽業 ゲームバー京都
京都市伏見区 娯楽業 スーパードーム新堀川店
京都市伏見区 娯楽業 GLORIOUS beauty
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京都市伏見区 娯楽業 延歌スタジオ歌基地
京都市伏見区 娯楽業 セガワールド六地蔵
京都市伏見区 娯楽業 スーパードーム桃山店
京都市伏見区 娯楽業 カラオケWOOPY
京都市伏見区 娯楽業 Realize
京都市伏見区 娯楽業 ふじや
京都市伏見区 娯楽業 ラウンドワンスタジアム京都伏見店
京都市伏見区 その他 京都府自動車学校
京都市伏見区 その他 伏見稲荷i-station
京都市伏見区 その他 伏見デルタ
京都市伏見区 その他 山科自動車教習所
京都市伏見区 その他 セントラルキッチン横大路工場事務所
京都市伏見区 その他 特定非営利活動法人　green grass
京都市伏見区 その他 ビックエコー京都六地蔵店
京都市伏見区 その他 有限会社日本情報サービス
京都市伏見区 その他 一般社団法人　京都府トラック協会
京都市伏見区 その他 神谷道子バレエ研究所　久我の杜教室
京都市伏見区 その他 京都府自動車整備商工組合
京都市伏見区 その他 京都府ﾄﾗｯｸ事業協同組合連合会
京都市伏見区 その他 りらくる伏見区醍醐店
京都市伏見区 その他 りらくる伏見桃山店
京都市伏見区 その他 株式会社 エデイオン・六地蔵MOMOテラス店
京都市伏見区 その他 公文式ななせがわ公園前教室
京都市伏見区 その他 一般社団法人　京都府レンタカー協会
京都市伏見区 その他 京都伏見　Tsumiki鍼灸整体院
京都市伏見区 その他 あさひ整形外科
京都市伏見区 その他 安全タクシー事業協同組合
京都市伏見区 その他 英！英！ＧＯ！！
京都市伏見区 その他 京都府自動車車体整備協同組合
京都市伏見区 その他 スピリチュアルカウンセラーねずみ後輩ルーム
京都市伏見区 その他 ビクラムヨガ
京都市伏見区 その他 ㈱京都環境保全公社
京都市伏見区 その他 伏見経済人クラブ
京都市伏見区 その他 株式会社京都環境保全公社　本社
京都市伏見区 その他 美容室而今(にこん)
京都市伏見区 その他 京都信用金庫　稲荷支店
京都市伏見区 その他 京都信用金庫　北伏見支店
京都市伏見区 その他 京都信用金庫　伏見支店
京都市伏見区 その他 京都信用金庫　南桃山支店
京都市伏見区 その他 京都信用金庫　六地蔵支店
京都市伏見区 その他 京都府電設資材卸業協同組合　事務局
京都市伏見区 その他 株式会社オリソー　横大路営業所
京都市伏見区 その他 ショートステイ　とうふう苑
京都市伏見区 その他 デイサービスセンター　とうふう苑
京都市伏見区 その他 とうふう苑　ハートフルデイサービス
京都市伏見区 その他 GE小学館アカデミー醍醐教室
京都市伏見区 その他 サービス付き高齢者向け住宅　とうふう苑
京都市伏見区 その他 カラオケ喫茶エル
京都市伏見区 その他 宮越接骨院
京都市伏見区 その他 さかた接骨院
京都市伏見区 その他 医療法人　藤田産科・婦人科医院
京都市伏見区 その他 醍醐寺
京都市伏見区 その他 堀口歯科医院
京都市伏見区 その他 センター会館
京都市伏見区 その他 ジュネス１番館
京都市伏見区 その他 たなごころ整骨治療院
京都市伏見区 その他 安本鍼灸治療院
京都市伏見区 その他 医療法人竹内歯科診療所
京都市伏見区 その他 浜野針灸院
京都市伏見区 その他 アクセスパソコンスクール
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京都市伏見区 その他 よし川歯科医院
京都市伏見区 その他 あすみるデイサービス向島
京都市伏見区 その他 げん鍼灸整骨院
京都市伏見区 その他 医療法人社団優久会　伊藤クリニック
京都市伏見区 その他 医療法人社団優久会　伊藤人工透析クリニック
京都市伏見区 その他 しみず鍼灸整骨院
京都市伏見区 その他 そろばん塾ピコ伏見桃山校
京都市伏見区 その他 いなの歯科クリニック
京都市伏見区 その他 Dr.関塾　羽束師校
京都市伏見区 その他 湯～とぴあダイゴ
京都市伏見区 その他 特定非営利活動法人　ケアホーム・なるたき
京都市伏見区 その他 株式会社エムズレント
京都市伏見区 その他 ブランドパーク　伏見本店
京都市伏見区 その他 医療法人おくだこどもクリニック
京都市伏見区 その他 KFO　デザイン　オフィス
京都市伏見区 その他 le lien整体サロン
京都市伏見区 その他 むげん整骨院　伏見
京都市伏見区 その他 むげん整骨院　墨染
京都市伏見区 その他 赤井整骨院
京都市伏見区 その他 トラスト・インク有限会社
京都市伏見区 その他 戸川接骨院
京都市伏見区 その他 横大路アールエイ鍼灸整骨院
京都市伏見区 その他 寺本接骨院
京都市伏見区 その他 はやし整骨院
京都市伏見区 その他 さくら鍼灸整骨院
京都市伏見区 その他 今井接骨院
京都市伏見区 その他 近藤接骨院
京都市伏見区 その他 山田歯科医院
京都市伏見区 その他 こざくら整骨院
京都市伏見区 その他 京都恵みキリスト教会
京都市伏見区 その他 細井株式会社　ｆｉｅｌｄ
京都市伏見区 その他 京都介護サービス協同組合
京都市伏見区 その他 和田なごみ整骨院
京都市伏見区 その他 ストレスケア藤井クリニック
京都市伏見区 その他 ＪＡ京都市　醍醐支店
京都市伏見区 その他 ＪＡ京都市　伏見支店
京都市伏見区 その他 ＪＡ京都市　久我支店
京都市伏見区 その他 ほんごう整骨院
福知山市 建設業 株式会社くさか　福知山店
福知山市 建設業 株式会社くさか　夜久野店
福知山市 建設業 牧草総合設計㈱北近畿支店
福知山市 建設業 鬼ヶ茶屋
福知山市 建設業 福知山建設協同組合
福知山市 建設業 河守工業㈱
福知山市 建設業 河守工業㈱建材センター
福知山市 建設業 株式会社高尾組
福知山市 建設業 姫路ナブコ株式会社　福知山支店
福知山市 建設業 北近畿信号工事株式会社
福知山市 建設業 株式会社タクラ
福知山市 建設業 株式会社　桐山瓦 本社
福知山市 建設業 株式会社　桐山瓦 資材センター
福知山市 建設業 株式会社ヨネダ
福知山市 建設業 ヨネダリフォーム　福知山店
福知山市 建設業 株式会社 猪野工務店
福知山市 建設業 Ｇarden  Ｊam 福知山店
福知山市 建設業 Ｇarden  Ｊam 長岡京店
福知山市 建設業 株式会社 ヨネダ 不動産部
福知山市 製造業 東和酒造有限会社
福知山市 製造業 (同)ちきり屋
福知山市 製造業 田中製紙工業所
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福知山市 製造業 あまづキッチン
福知山市 製造業 大江山食品（株）
福知山市 製造業 京都・白木屋
福知山市 製造業 シャルム
福知山市 製造業 やくの花あずき館
福知山市 製造業 京都庵
福知山市 製造業 株式会社 京都庵
福知山市 製造業 お母ら工房
福知山市 製造業 新治製菓舗
福知山市 製造業 天保　株式会社
福知山市 製造業 有限会社　元伊勢製菓
福知山市 製造業 洋菓子マウンテン
福知山市 製造業 （株）プロバンス
福知山市 製造業 ベッケルマルジ
福知山市 製造業 みずいろぱん
福知山市 製造業 株式会社タムラ
福知山市 製造業 株式会社タムラ　三和工場
福知山市 製造業 精肉・猪肉・鹿肉の店　浜
福知山市 製造業 有限会社名門堂千原
福知山市 製造業 （株）達脇ベーカリー
福知山市 製造業 ナガセケムテックス株式会社福知山事業所
福知山市 製造業 ワイ・アイカンパニー(有)
福知山市 製造業 ㈱ファスト夜久野工場
福知山市 製造業 株式会社小西工作所
福知山市 運輸業 前田観光自動車株式会社
福知山市 運輸業 WILLER　TRAINS㈱福知山運転所
福知山市 運輸業 WILLER　TRAINS㈱福知山駅
福知山市 運輸業 ふく福タクシー　福知山営業所
福知山市 運輸業 株式会社M・G　TRADING福知山営業所
福知山市 運輸業 山下産業株式会社　運輸部
福知山市 運輸業 山下産業株式会社　本社事務所
福知山市 運輸業 本社
福知山市 卸売業 うま菓でん伝　衣川製菓
福知山市 卸売業 ダイコク福知山店
福知山市 卸売業 合同会社ｕｓ-ｂｒａｉｎ.
福知山市 卸売業 株式会社　中庄本店
福知山市 卸売業 株式会社向陽　福知山支店
福知山市 卸売業 ニシムラ株式会社　福知山営業所
福知山市 卸売業 有限会社マタノ
福知山市 卸売業 有限会社レストパック
福知山市 卸売業 株式会社　大福機工商会
福知山市 小売業 鬼和味
福知山市 小売業 auショップ福知山
福知山市 小売業 ポプラ福知山店
福知山市 小売業 マツダオートザム福知山
福知山市 小売業 やくの高原市
福知山市 小売業 ㈱丹後乳販福知山店
福知山市 小売業 足立音衛門
福知山市 小売業 アン・ドンプリ
福知山市 小売業 丹波鶴屋
福知山市 小売業 (有)山城屋茶舗
福知山市 小売業 有限会社日下本店
福知山市 小売業 浅草家
福知山市 小売業 お土産と喫茶　足立
福知山市 小売業 ダイソーイオン福知山店
福知山市 小売業 ダイソー福知山店
福知山市 小売業 三万二千石音無瀬堂
福知山市 小売業 福知山ウィクリー＆マンスリー
福知山市 小売業 大江駅売店
福知山市 小売業 ジョーシン　福知山店



ステッカー交付一覧（2021/02/19）
所在地（市区町村） 業種区分 店舗・事業所名

福知山市 小売業 たなべ
福知山市 小売業 フォトピア　ヨシヤ
福知山市 小売業 おいしふぉん
福知山市 小売業 桐村酒店
福知山市 小売業 谷牧場
福知山市 小売業 有限会社　やくの農業振興団
福知山市 小売業 A  BAKES
福知山市 小売業 田中畊石堂
福知山市 小売業 パン工房　ラントブロート
福知山市 小売業 株式会社ヤマダ電機　テックランド福知山店
福知山市 小売業 株式会社　中島本店
福知山市 小売業 ヘルストロン福知山駅前店
福知山市 小売業 石鼓堂印舗
福知山市 小売業 カタシマ　福知山店
福知山市 小売業 公庄化粧品店
福知山市 小売業 リード洋装店
福知山市 小売業 ㈱桐村好文堂
福知山市 小売業 衣料百貨 大槻
福知山市 小売業 イオンリテール株式会社　イオン福知山店
福知山市 小売業 アトリエ・ケイ
福知山市 小売業 ヤンマーアグリジャパン株式会社　福知山支店
福知山市 小売業 ホームセンターコーナン福知山店
福知山市 小売業 岩滝電器株式会社
福知山市 小売業 株式会社　美津馬
福知山市 小売業 呉服のたむら
福知山市 小売業 美津馬ゴルフ練習場
福知山市 小売業 Ａsh Ｇran
福知山市 小売業 くらしのギャラリーちぐさ
福知山市 小売業 白鳩毛糸店
福知山市 小売業 ヒカミヤ
福知山市 小売業 石井化粧品店
福知山市 小売業 アップガレージ京都福知山店
福知山市 小売業 （株）オートセレクション福知山
福知山市 小売業 日下丸三堂
福知山市 小売業 ファミリーマート綾部駅前通店
福知山市 小売業 ファミリーマート福知山大江町店
福知山市 小売業 日引商事㈱D.Dセルク福知山東SS
福知山市 小売業 (有)高木精肉店
福知山市 小売業 桝屋 藤木薬局
福知山市 小売業 バザールタウン福知山
福知山市 小売業 フレッシュ・メゾン福知山和久市店
福知山市 小売業 フレッシュバザールフレスポ福知山店
福知山市 小売業 フレッシュバザール福知山お城通り店
福知山市 小売業 フレッシュバザール福知山篠尾新町店
福知山市 小売業 フレッシュバザール福知山東野パーク店
福知山市 小売業 ミニフレッシュ三和店
福知山市 小売業 ミニフレッシュ大江店
福知山市 小売業 ミニフレッシュ夜久野店
福知山市 小売業 但馬屋　福知山店
福知山市 小売業 アカイデンキ株式会社
福知山市 小売業 (有)福知山家電販売
福知山市 小売業 ミシンプラザ福知山 みしんのミーちゃん
福知山市 小売業 AVIX福知山店
福知山市 小売業 メガネのマキノ　本店
福知山市 小売業 Style it
福知山市 小売業 Ｌouise
福知山市 小売業 (株)横田石材 福知山店
福知山市 小売業 (株)横田石材 三和店
福知山市 小売業 (株)横田石材 三和工場
福知山市 小売業 ブルーラビット
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福知山市 小売業 STOKEDCYCLE
福知山市 小売業 ふくちマルシェ
福知山市 小売業 松林　福知山牧給油所
福知山市 小売業 グンゼショップ　フクタニ
福知山市 小売業 株式会社　松林
福知山市 小売業 Ｆｉｅｌｄ
福知山市 小売業 福大商事(株)
福知山市 不動産・賃貸業 「サンメゾン福知山」 マンションギャラリー
福知山市 不動産・賃貸業 （株）セイコーハウジング
福知山市 不動産・賃貸業 株式会社ヨネダ　不動産部
福知山市 宿泊業 ホテルつかさ福知山
福知山市 宿泊業 旭旅館
福知山市 宿泊業 ホテルアールイン福知山
福知山市 宿泊業 ホテルロイヤルヒル福知山＆スパ
福知山市 宿泊業 荒川旅館
福知山市 宿泊業 セイワホテル
福知山市 宿泊業 津田家旅館
福知山市 宿泊業 つるや旅館
福知山市 宿泊業 福知山アークホテル
福知山市 宿泊業 福知山サンホテル
福知山市 宿泊業 ホテルつかさ
福知山市 宿泊業 大江山グリーンロッジ
福知山市 宿泊業 京都大呂ガーデンテラス
福知山市 宿泊業 ホテルサンルート福知山
福知山市 宿泊業 檜山旅館
福知山市 宿泊業 旅館　大江山
福知山市 宿泊業 農家民宿ひでじろう
福知山市 宿泊業 ふるま家
福知山市 宿泊業 農家民宿　鹿鳴庵
福知山市 宿泊業 有限会社 セイワホテル
福知山市 飲食業 ｲﾀﾘｱﾝﾚｽﾄﾗﾝ&ｳｪﾃﾞｨﾝｸﾞ　オズ
福知山市 飲食業 居酒屋　河童
福知山市 飲食業 かき末
福知山市 飲食業 小間蔵 福知山店
福知山市 飲食業 ひのき
福知山市 飲食業 洋食の店　神戸屋
福知山市 飲食業 らいおん丸 福知山駅前店
福知山市 飲食業 Ｃｌａｓｓｙ
福知山市 飲食業 割烹さとう
福知山市 飲食業 相傳　麺家
福知山市 飲食業 蕎麦切り処　山葵
福知山市 飲食業 はっかく亭夜久野店
福知山市 飲食業 福知山温泉　レストラン部門
福知山市 飲食業 イルパッチーニ
福知山市 飲食業 お城の下で
福知山市 飲食業 格別や　福知山店
福知山市 飲食業 (株)あじくら
福知山市 飲食業 第一旭　福知山店
福知山市 飲食業 鳥名子　久兵衛
福知山市 飲食業 鳥名子　福知山本店
福知山市 飲食業 菱屋
福知山市 飲食業 柳町
福知山市 飲食業 以心伝心
福知山市 飲食業 末広ブランチ
福知山市 飲食業 トマト＆オニオン創業店
福知山市 飲食業 トマト＆オニオン福知山岩井店
福知山市 飲食業 緑水菴
福知山市 飲食業 明智茶屋
福知山市 飲食業 江戸前握り　華寿司
福知山市 飲食業 かごの木



ステッカー交付一覧（2021/02/19）
所在地（市区町村） 業種区分 店舗・事業所名

福知山市 飲食業 株式会社イブー
福知山市 飲食業 コーヒーハウスホアンカン
福知山市 飲食業 シビリアン
福知山市 飲食業 たかた荘
福知山市 飲食業 まいまい堂
福知山市 飲食業 眠眠　福知山店
福知山市 飲食業 焼肉　善匠
福知山市 飲食業 𠮷松
福知山市 飲食業 魚民　福知山南口駅前店
福知山市 飲食業 酒肆　石の花
福知山市 飲食業 食房　和楽
福知山市 飲食業 餃子の王将 JR福知山駅店
福知山市 飲食業 餃子の王将 福知山店
福知山市 飲食業 あしぎぬ大雲の里
福知山市 飲食業 お好み焼はここやねん福知山店
福知山市 飲食業 つけ麺本舗ぐうりんだい
福知山市 飲食業 ピザ・リトルパーティー福知山店
福知山市 飲食業 ふくちあん本店
福知山市 飲食業 駅北酒場　肉山田肉男
福知山市 飲食業 鉄板酒場　小粋
福知山市 飲食業 無添くら寿司　福知山店
福知山市 飲食業 大衆魚市場　魚屋平兵衛商店
福知山市 飲食業 Ｏver time
福知山市 飲食業 鬼そばや
福知山市 飲食業 河手楼
福知山市 飲食業 スナックmillg
福知山市 飲食業 炭火焼やきとり当吉
福知山市 飲食業 ダイニングレストランたんば
福知山市 飲食業 丹波栗蔵
福知山市 飲食業 フリースタイル
福知山市 飲食業 森Café
福知山市 飲食業 大源・長田野斎場店
福知山市 飲食業 大源料理店
福知山市 飲食業 お食事処　ゆきや
福知山市 飲食業 じゅうじゅうカルビ福知山店
福知山市 飲食業 楽庵
福知山市 飲食業 ログカフェ＆薪ストーブショップ フローレスタ
福知山市 飲食業 うさぎ
福知山市 飲食業 ガスト　福知山店
福知山市 飲食業 紀文
福知山市 飲食業 日本料理　一ゑん
福知山市 飲食業 平壌亭　福知山店
福知山市 飲食業 焼肉　ゆらの
福知山市 飲食業 居酒屋あおい
福知山市 飲食業 お好み焼き　ぶーふーうー
福知山市 飲食業 川見風月堂
福知山市 飲食業 竹葉
福知山市 飲食業 モルトヴォーノ　ピッコロ
福知山市 飲食業 焼肉　松善
福知山市 飲食業 （有）仕出しきんぼし
福知山市 飲食業 雄山
福知山市 飲食業 魚福
福知山市 飲食業 菓樹工房きぬがわ
福知山市 飲食業 喜ぶん屋偶達
福知山市 飲食業 café LANI
福知山市 飲食業 魚屋平兵衛商店
福知山市 飲食業 しあわせネットワーク
福知山市 飲食業 四季の味　達磨
福知山市 飲食業 しみず屋
福知山市 飲食業 鳥屋平兵衛商店



ステッカー交付一覧（2021/02/19）
所在地（市区町村） 業種区分 店舗・事業所名

福知山市 飲食業 なすの与一
福知山市 飲食業 やきにく亭　かどや
福知山市 飲食業 (有)魚辰
福知山市 飲食業 居酒屋　光り
福知山市 飲食業 居酒屋ＮＩＷＡ
福知山市 飲食業 オリエントコーヒー
福知山市 飲食業 食堂　大江山
福知山市 飲食業 すってんてん岩滝店
福知山市 飲食業 ダイニングあら河
福知山市 飲食業 ナポリ
福知山市 飲食業 ほほほのほ
福知山市 飲食業 やきにくの丹の吉
福知山市 飲食業 らくがき
福知山市 飲食業 レストロードチャンス
福知山市 飲食業 北平窯茶屋
福知山市 飲食業 ATAMAN ＣＯＦＦＥＥ
福知山市 飲食業 喫茶スナック稍
福知山市 飲食業 かつ庵　福知山店
福知山市 飲食業 紬
福知山市 飲食業 アーキテンポ
福知山市 飲食業 和味けいすけ
福知山市 飲食業 スナックてまり
福知山市 飲食業 和食さと　福知山店
福知山市 飲食業 たこ焼き「翁」イオン福知山店
福知山市 飲食業 焼肉冷麺ユッチャン　福知山店
福知山市 飲食業 来来亭福知山店
福知山市 飲食業 美酒菜館　くらん
福知山市 飲食業 ほっかほっか亭福知山篠尾店
福知山市 飲食業 のりちゃん
福知山市 飲食業 焼肉の高木屋
福知山市 飲食業 りりぃ
福知山市 飲食業 はなの舞　福知山駐屯地店
福知山市 飲食業 ふじの実福知山店
福知山市 飲食業 地中海レストラン　ソレイユ
福知山市 飲食業 MoMoCafe
福知山市 飲食業 カフェアンドプレートタムラ
福知山市 飲食業 サンキン株式会社　長田野工場内　食堂
福知山市 飲食業 シノワ　縷縷
福知山市 飲食業 ナガセケムテックス㈱福知山事業所内食堂
福知山市 飲食業 ベビーフェイスプラネッツ福知山店
福知山市 飲食業 ㈱フレッシュクリエーター　福知山サプライセンター内食堂
福知山市 飲食業 カレーハウスＣＯＣＯ壱番屋 福知山国道9号線店
福知山市 飲食業 サンキン㈱福知山工場内　食堂
福知山市 飲食業 すき家 9号福知山店
福知山市 飲食業 すき家 福知山東野パーク店
福知山市 飲食業 ユアサ化成㈱内　社員食堂
福知山市 飲食業 扶桑化学工業第一工場内　食堂
福知山市 飲食業 郵便事業株式会社福知山支店　食堂
福知山市 飲食業 スナック繭
福知山市 飲食業 月美屋
福知山市 飲食業 居酒屋　福よし
福知山市 飲食業 居酒屋　赤ちょうちん
福知山市 飲食業 ⅯoⅯoⅭafe
福知山市 飲食業 花よりきびだんご
福知山市 飲食業 もも茶庵
福知山市 飲食業 サーティワンアイスクリーム AVIX福知山店
福知山市 飲食業 スシロー福知山店
福知山市 飲食業 ミスタードーナツJR福知山ショップ
福知山市 飲食業 鎌倉パスタ　福知山店
福知山市 飲食業 七輪焼　ぷち



ステッカー交付一覧（2021/02/19）
所在地（市区町村） 業種区分 店舗・事業所名

福知山市 飲食業 お食事処 梁山泊たらふく
福知山市 飲食業 （有）御肉料理　竹下
福知山市 飲食業 地酒のみせ
福知山市 飲食業 みわ・ダッシュ村
福知山市 飲食業 長浜ラーメン一番　福知山駅前店
福知山市 飲食業 長浜ラーメン一番　夜久野本店
福知山市 飲食業 中華工房おかげさま
福知山市 飲食業 やきとり大吉 福知山店
福知山市 飲食業 青葉
福知山市 飲食業 ＳＮＡＣＫ理沙
福知山市 飲食業 格別ヤ　福知山店
福知山市 飲食業 ァ 陸蒸気
福知山市 飲食業 なか卯　福知山堀店
福知山市 飲食業 喫茶　ひだまり
福知山市 飲食業 ここやねん福知山店
福知山市 飲食業 リトルパーティー東舞鶴店
福知山市 飲食業 リトルパーティー福知山店
福知山市 飲食業 和食Ｂarみぞはた
福知山市 飲食業 ＳＥＮＫＡ
福知山市 飲食業 いとや
福知山市 飲食業 くらしのギャラリーちぐさ
福知山市 飲食業 ギャラリー喫茶 風音
福知山市 飲食業 DINING BAR ORIGO
福知山市 飲食業 BAR COJACK
福知山市 飲食業 かふぇマルテイ
福知山市 飲食業 音
福知山市 飲食業 ＳＰＩＧＯＬＡ
福知山市 飲食業 タルソンコーヒー
福知山市 飲食業 ＳＰＩＧＯＲＡ
福知山市 飲食業 タルソンコーヒ
福知山市 飲食業 ラウンジむつごろう
福知山市 飲食業 食彩ダイニングすがい
福知山市 飲食業 ととり
福知山市 飲食業 めだか
福知山市 飲食業 Ｍｙ Ｂｏｏ
福知山市 飲食業 お好み焼き　千鶴
福知山市 飲食業 喜楽酒場　友
福知山市 飲食業 かかあ天下
福知山市 飲食業 福知山ハイボール酒場
福知山市 飲食業 ＭiyAko
福知山市 飲食業 ＦＩＡＲＡ
福知山市 飲食業 Ariel
福知山市 飲食業 パクト
福知山市 飲食業 とり蔵本店
福知山市 飲食業 とり蔵部別館
福知山市 飲食業 写楽
福知山市 飲食業 ＺＩＰＡＮＧ Ｔacos
福知山市 飲食業 クイーン
福知山市 飲食業 MiyAko
福知山市 飲食業 天下一品　福知山店
福知山市 飲食業 焼肉冷麺ユッチャン。福知山店
福知山市 飲食業 鳥屋平兵衞商店
福知山市 飲食業 ＬｉＰ
福知山市 飲食業 有限会社 炭火やきとり えばら屋
福知山市 飲食業 spicecurry Ｇａｒｍｉｉ
福知山市 飲食業 Ｌｏｕｎｇｅ Ｒｕｓｈ
福知山市 飲食業 シュルター
福知山市 飲食業 Ｓhin
福知山市 飲食業 miraku
福知山市 飲食業 ゴリラー２



ステッカー交付一覧（2021/02/19）
所在地（市区町村） 業種区分 店舗・事業所名

福知山市 飲食業 居酒屋あさご
福知山市 飲食業 ロサンゼルス クラブ
福知山市 飲食業 CLUB EUROPA
福知山市 飲食業 バー　IO
福知山市 飲食業 ガールズバー　蝶
福知山市 飲食業 LUCHA DEL SOMBRERO
福知山市 飲食業 笑健
福知山市 飲食業 俺ん家
福知山市 飲食業 サンマリオ
福知山市 飲食業 BAR GRESMO
福知山市 飲食業 ビリオン珈琲福知山店
福知山市 飲食業 ES
福知山市 飲食業 ドライブインもといせ
福知山市 飲食業 スナック ＩＮＧＮＩ
福知山市 飲食業 スナック 凜
福知山市 飲食業 月の家
福知山市 飲食業 お好み焼き ＫＯＮＡＢＡＫＡ
福知山市 飲食業 ＲＡＦＴＥＬ
福知山市 飲食業 スナック南番
福知山市 飲食業 福林ダンススクール
福知山市 飲食業 ダンボ
福知山市 飲食業 Ⅰnfinicy
福知山市 飲食業 Ｌuce
福知山市 飲食業 nana
福知山市 飲食業 カフェスティン
福知山市 飲食業 Ｄuty
福知山市 飲食業 ｊ－iｏ
福知山市 飲食業 福知山市天田69-4プラザA &K２階tefu-tefu
福知山市 飲食業 酔恋
福知山市 飲食業 シャトーピル1F
福知山市 飲食業 丸亀製麺福知山
福知山市 飲食業 まるそう高野
福知山市 飲食業 プースカフェ
福知山市 飲食業 GLORY
福知山市 飲食業 居酒屋こざるちゃん
福知山市 飲食業 ゆみれカフェ
福知山市 飲食業 おじさんの台所TAKA
福知山市 飲食業 クラブ　カサブランカ
福知山市 飲食業 クラブ　ダイアモンド
福知山市 飲食業 惇明苑
福知山市 飲食業 みそろく
福知山市 飲食業 ラウンジ　一穂
福知山市 飲食業 焼肉ハウス　玉龍
福知山市 飲食業 すなっく　まういちゃん
福知山市 飲食業 くつろぎキッチン  ももの木
福知山市 飲食業 TODO
福知山市 飲食業 Cristal Ange
福知山市 飲食業 焼肉ヨシダ
福知山市 飲食業 スナック馬酔木
福知山市 飲食業 お好み たー子
福知山市 飲食業 スナック ぶらぼう
福知山市 飲食業 トロワ・スール
福知山市 飲食業 Ｈｉｔｏｍｉ
福知山市 飲食業 喜楽亭 なあちゃん
福知山市 飲食業 スナック恋
福知山市 飲食業 Ｋitchen Ｂar 恋
福知山市 飲食業 神戸焼
福知山市 飲食業 地酒とおばんざい　丹乃ゑん
福知山市 飲食業 四季の味処　太
福知山市 飲食業 杏



ステッカー交付一覧（2021/02/19）
所在地（市区町村） 業種区分 店舗・事業所名

福知山市 飲食業 グリップ
福知山市 飲食業 スナック 美佐
福知山市 飲食業 melissa
福知山市 飲食業 和巻
福知山市 飲食業 ＥＳ
福知山市 飲食業 瀬里奈
福知山市 飲食業 ＥＲＤＥ
福知山市 飲食業 誠
福知山市 飲食業 Ｌｕgoon
福知山市 飲食業 R
福知山市 飲食業 ＮＡＯＭＩ
福知山市 飲食業 めんくいや　群
福知山市 飲食業 キラメキノ太陽
福知山市 飲食業 麺屋キラメキ京都三条綾部安国寺
福知山市 飲食業 キラメキノトリひがし舞鶴
福知山市 飲食業 鳥唐専門店 とりいち
福知山市 飲食業 スナック ＮＩＮＥ
福知山市 飲食業 スナック Ａｖａｎｃｅ
福知山市 飲食業 寿司  ひで喜
福知山市 飲食業 あいたくて
福知山市 飲食業 Ｎuts
福知山市 飲食業 ⅯⅠＬＫＹ
福知山市 飲食業 ku-nel
福知山市 飲食業 逢初料理 かじむら
福知山市 飲食業 桜
福知山市 飲食業 Chalcedony 
福知山市 飲食業 you＆愛
福知山市 飲食業 スナック 艶
福知山市 飲食業 club21
福知山市 飲食業 焼肉レストラン 三樹
福知山市 飲食業 Infinity
福知山市 飲食業 Ｍｏｏｎ Ｌｉｇｈｔ
福知山市 飲食業 酒房 関お田
福知山市 飲食業 カレー専門店 福屋
福知山市 飲食業 Ⅽhalcedony
福知山市 飲食業 隠れ家酒房 村路
福知山市 飲食業 ㋞高野
福知山市 飲食業 ワインスポット芽留詩
福知山市 飲食業 株式会社ロータス
福知山市 飲食業 スナック亜矢子
福知山市 飲食業 もも吉
福知山市 飲食業 ＫＡＰＵＳＯ
福知山市 飲食業 吉松寿し
福知山市 飲食業 RaruＪu
福知山市 飲食業 東京スタイル
福知山市 飲食業 丹波茶屋
福知山市 飲食業 La jeanne
福知山市 飲食業 和み
福知山市 飲食業 居酒屋 えびす
福知山市 飲食業 Ｅnvy
福知山市 飲食業 PACIFIC
福知山市 飲食業 春夏秋冬
福知山市 飲食業 花
福知山市 飲食業 スナック サヨ
福知山市 飲食業 大名
福知山市 飲食業 青柳
福知山市 飲食業 アンバランス
福知山市 飲食業 ヒビキ
福知山市 飲食業 Warung WAYAN
福知山市 飲食業 よこ田



ステッカー交付一覧（2021/02/19）
所在地（市区町村） 業種区分 店舗・事業所名

福知山市 飲食業 拍屋
福知山市 飲食業 Rady
福知山市 飲食業 お好み焼 ちえ
福知山市 飲食業 スナック ダーリン
福知山市 飲食業 スナック チアキ
福知山市 飲食業 Bistorot q
福知山市 飲食業 Bistrot q
福知山市 飲食業 庵
福知山市 飲食業 ケンタッキーフライドチキン　福知山店
福知山市 飲食業 STORY
福知山市 飲食業 ラーメン 一こく
福知山市 飲食業 きらきら・星
福知山市 飲食業 青い扉
福知山市 飲食業 扉
福知山市 飲食業 ラウンジ 粋
福知山市 飲食業 めん道楽
福知山市 飲食業 中華サン
福知山市 飲食業 姫.com
福知山市 飲食業 ＲＩＣＫＥＲＳ
福知山市 飲食業 株式会社  萬福
福知山市 飲食業 藹
福知山市 飲食業 ＶｉＶｉ
福知山市 飲食業 スナック エリー
福知山市 飲食業 好希歩
福知山市 飲食業 ヒトハタ農園MD CAFE
福知山市 飲食業 たこ焼き、カラオケマミー
福知山市 飲食業 たこ焼きカラオケ マミー
福知山市 飲食業 地下酒場
福知山市 飲食業 有限会社 サロン・ド・アイン
福知山市 飲食業 スナック 水割り
福知山市 飲食業 大八車　炉ばた店
福知山市 飲食業 スナック バンク
福知山市 飲食業 お好み焼カフェ　笑
福知山市 飲食業 天晴
福知山市 飲食業 Field
福知山市 飲食業 ラウンジ　無我
福知山市 飲食業 ＡＣＥ
福知山市 飲食業 炭火焼道楽
福知山市 飲食業 Ｆｉｅｌｄ
福知山市 飲食業 居酒屋けんちゃん
福知山市 飲食業 酒房　滋
福知山市 飲食業 ラ・シエル
福知山市 飲食業 Ｌｕｎａ
福知山市 飲食業 居酒屋 弥生
福知山市 飲食業 扇
福知山市 飲食業 台湾料理豊味園
福知山市 飲食業 スターバックスコーヒーTSUTAYA福知山
福知山市 飲食業 トニー スナック＆ダイニング
福知山市 飲食業 高木食堂
福知山市 飲食業 福知山下荒河食堂
福知山市 飲食業 お好み焼き　ふじ
福知山市 飲食業 ＣＡＲＯＬ
福知山市 飲食業 麺屋ソミーズ
福知山市 飲食業 家庭料理てるてるぼーず
福知山市 飲食業 ＷＩＬＤ　ＦＬＯＷＥＲ
福知山市 飲食業 フランズ
福知山市 飲食業 PIZZA&GRILLITALIABARILPAZZINI
福知山市 飲食業 カラオケ喫茶＆スナック美絵
福知山市 飲食業 Ｒomeo ＆ Ｊuliet
福知山市 飲食業 ほんわカフェ
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福知山市 サービス業 三光堂写真館
福知山市 サービス業 CUTHOUSE　ⅰA
福知山市 サービス業 sora ｈａｉｒ make
福知山市 サービス業 株式会社近畿日本ツーリスト関西　福知山支店
福知山市 サービス業 株式会社クリア
福知山市 サービス業 パソコン教室わかるとできるイオン福知山校
福知山市 サービス業 ビーンズDMC合同会社　本社
福知山市 サービス業 福知山商工会議所
福知山市 サービス業 へあーさろん たにぐち
福知山市 サービス業 ステージ ｊ & ｍ
福知山市 サービス業 Ｈａｉｒ salon　OASIS
福知山市 サービス業 川口自動車整備工場
福知山市 サービス業 ヘアーサロン太郎＆花子　福知山店・株式会社和光
福知山市 サービス業 有限会社　福知山ホンダ
福知山市 サービス業 （有）千代屋福知山店
福知山市 サービス業 （有）千代屋ロイヤル婚礼事業部
福知山市 サービス業 (有)ワールドスポーツ（カーブスイオン福知山）
福知山市 サービス業 (有)ワールドスポーツ（カーブス福知山駅南）
福知山市 サービス業 ＹＵＫＩ
福知山市 サービス業 たんたん交流スペース
福知山市 サービス業 パソコン&スマートフォン教室こころ
福知山市 サービス業 ひとみ美容室
福知山市 サービス業 美容室アスカ
福知山市 サービス業 日新珠算教室
福知山市 サービス業 hairs Ｇａｒｄｅｎ
福知山市 サービス業 ROPE美容室　小谷店
福知山市 サービス業 ROPE美容室　本店
福知山市 サービス業 アシダ美容室
福知山市 サービス業 いけうち美容室
福知山市 サービス業 恵美美容室
福知山市 サービス業 キデラ美容室
福知山市 サービス業 さーと美容室
福知山市 サービス業 タムラ美容室
福知山市 サービス業 パリー美容室
福知山市 サービス業 ヒトミ美容室
福知山市 サービス業 美容室みれい
福知山市 サービス業 ヘアメイク Ⅿi～na
福知山市 サービス業 ヘアメイクサロン シゲ
福知山市 サービス業 リナ美容室
福知山市 サービス業 りぼん美容室
福知山市 サービス業 ふくちやまリサイクルセンター
福知山市 サービス業 へァーサロン・ハダノ
福知山市 サービス業 三輝興産株式会社
福知山市 サービス業 福知山城天守閣
福知山市 サービス業 フォトスタジオfhans
福知山市 サービス業 福知山環境センター企業組合
福知山市 サービス業 福知山スバル自動車株式会社
福知山市 サービス業 本庄写真館
福知山市 サービス業 レンタル貸衣装SAKURA
福知山市 サービス業 サワダ美容室
福知山市 サービス業 ＨＡＩＲ ＡＴＥＬＩＥＲ ＣＯＣＯ
福知山市 サービス業 美輝美容室
福知山市 サービス業 きりむら美容室
福知山市 サービス業 紅美容室
福知山市 サービス業 こやま美容室
福知山市 サービス業 たかた美容室 福知山駅前店
福知山市 サービス業 ビューティーサロン Fuji 
福知山市 サービス業 ビューティールーム コマザワ
福知山市 サービス業 有限会社　今福車体
福知山市 サービス業 (有)光塗装
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福知山市 サービス業 （株）シリウスＳＰ
福知山市 サービス業 アシタ日和山株式会社 ドライブインやくの
福知山市 サービス業 樋口鈑金塗装
福知山市 サービス業 ヘアーステージ ワイズカラー
福知山市 サービス業 舞鶴若狭自動車道六人部PA(下り線）
福知山市 サービス業 舞鶴若狭自動車道六人部PA(上り線)
福知山市 サービス業 ＺＯＲＲＯ 
福知山市 サービス業 美容室 女神
福知山市 サービス業 ヤマモト理容室
福知山市 サービス業 ヘアーサロン アラガ
福知山市 サービス業 株式会社プラスワン
福知山市 サービス業 株式会社みつまる美容室　フリンジ店
福知山市 サービス業 ㈲栄光堂
福知山市 サービス業 クリーニングポケット　前田店
福知山市 サービス業 garden cafe  Ｎ kitchen
福知山市 サービス業 美容室FORYOU.coms
福知山市 サービス業 美容室FORYOU
福知山市 サービス業 グリーンビラ夜久野　福祉センター
福知山市 サービス業 ミックコスメテックプラザ福知山
福知山市 サービス業 ラボーテ　アール・スパ
福知山市 サービス業 ムーン美容室
福知山市 サービス業 特定非営利活動法人 福知山ＢＧＭサービス　うんぱっぱ

福知山市 サービス業 林鍼灸接骨院
福知山市 サービス業 放課後等デイサービスぽかぽか
福知山市 サービス業 学進会
福知山市駅前町304 サービス業 ECCジュニア福知山駅前教室
福知山市 サービス業 Rady
福知山市 サービス業 株式会社fpking
福知山市 サービス業 税理士法人藤原事務所
福知山市 サービス業 ＯＬＤＲ
福知山市 サービス業 NAIL SALON LIT
福知山市 サービス業 ヘアースポット　ハダノ
福知山市 サービス業 J-サーキット　福知山末広店
福知山市 サービス業 福大商事(株)
福知山市 娯楽業 パーラーアイドル
福知山市 娯楽業 Ｇストーリー５００
福知山市 娯楽業 みのり保育園内　食堂
福知山市 娯楽業 三恵観光株式会社
福知山市 娯楽業 パーラーアイドル
福知山市 その他 京都府福知山自動車学校
福知山市 その他 ビックエコー福知山店
福知山市 その他 美容室ベレザール
福知山市 その他 福湶源湯
福知山市 その他 福知山温泉　養老の湯
福知山市 その他 りらくる福知山店
福知山市 その他 衣川鍼灸整体院
福知山市 その他 農事組合法人かわい
福知山市 その他 農事組合法人かわい　交流センター
福知山市 その他 里緒
福知山市 その他 京都信用保証協会　中丹支所
福知山市 その他 ねこま鍼灸院
福知山市 その他 Hair　salon Lico
福知山市 その他 福知山公立大学　まちかどキャンパス吹風舎
福知山市 その他 おおむら歯科小児歯科クリニック
福知山市 その他 コマツ教習所株式会社　京都センタ
福知山市 その他 アートネイチャー福知山店
福知山市 その他 福知山珠算教室　YMCA教室
福知山市 その他 福知山珠算教室　桔梗が丘教室
福知山市 その他 福知山珠算教室　中央教室
福知山市 その他 福知山珠算教室　土師東教室
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福知山市 その他 福知山珠算教室　土師南教室
福知山市 その他 セイブ自然療法院
福知山市 その他 JT福知山支店
福知山市 その他 でいけあほーむ かなや三丁目
福知山市 その他 デイサービスセンター かなや三丁目
福知山市 その他 ヘアークラブ  ビギナー
福知山市 その他 足立歯科診療所
福知山市 その他 株式会社ワイエムシィ　京都事業所
福知山市 その他 日本茶教室　ｔｈé to a
福知山市 その他 ㈱大北　福知山鉄道工事保安事務所
福知山市 その他 有限会社５１０ｒｍ
福知山市 その他 Studio　ＦＡＲＭ
福知山市 その他 Ｓtudio  ＦＡＲＭ
福知山市 その他 学進会
福知山市 その他 医療法人 松山内科循環器科医院
福知山市 その他 医療法人社団 大西内科医院
福知山市 その他 lu CREA (ル・クレア)
福知山市 その他 東田接骨院
福知山市 その他 前田鍼灸・接骨院
福知山市 その他 中丹自動車整備工業協同組合
福知山市 その他 ニシザワ複写株式会社
舞鶴市 建設業 ファイン.住宅(株)（西村邸見学会場）
舞鶴市 建設業 ファイン.住宅(株)（モデルハウス）
舞鶴市 建設業 株式会社　瀬野工業
舞鶴市 建設業 株式会社総進建設工業
舞鶴市 建設業 岩田電気株式会社
舞鶴市 建設業 （株）谷田工務店
舞鶴市 建設業 株式会社　豊原工業
舞鶴市 建設業 株式会社坂根工務店
舞鶴市 建設業 有限会社なおこう
舞鶴市 建設業 有限会社山口ガラス建材
舞鶴市 建設業 福原表具店
舞鶴市 建設業 西村工務店
舞鶴市 建設業 有限会社　芦田商店
舞鶴市 建設業 今村工業株式会社 安全会館
舞鶴市 製造業 舞鶴巧芸
舞鶴市 製造業 株式会社　嶋七
舞鶴市 製造業 髙作商店
舞鶴市 製造業 藤六商店
舞鶴市 製造業 株式会社　舞鶴計器
舞鶴市 製造業 植和田園
舞鶴市 製造業 (株)シェ・イラノ（ラ・クロシェット・ヒラノ）
舞鶴市 製造業 有限会社　多田印刷所
舞鶴市 製造業 本社
舞鶴市 製造業 有限会社 舞鶴鉄工所
舞鶴市 製造業 大阪屋こうじ店
舞鶴市 製造業 舞鶴大同ガス株式会社
舞鶴市 製造業 有限会社　双鶴庵
舞鶴市 製造業 株式会社モトキ
舞鶴市 製造業 株式会社武田ライト工業所舞鶴工場
舞鶴市 運輸業 WILLER　TRAINS㈱検修区
舞鶴市 運輸業 WILLER　TRAINS㈱西舞鶴運転所
舞鶴市 運輸業 WILLER　TRAINS㈱西舞鶴駅
舞鶴市 運輸業 ふく福タクシー　舞鶴営業所
舞鶴市 運輸業 新日本海フェリー㈱舞鶴支店
舞鶴市 運輸業 舞鶴運輸株式会社  舞鶴事業所
舞鶴市 運輸業 株式会社コスモ観光
舞鶴市 運輸業 マリネックストランスポートサービス(株)
舞鶴市 卸売業 イン・ザ・ルーム舞鶴店
舞鶴市 卸売業 野口商店
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舞鶴市 卸売業 株式会社向陽
舞鶴市 卸売業 ニシムラ株式会社　舞鶴営業所
舞鶴市 卸売業 寒山
舞鶴市 卸売業 有限会社ウメダデンキ
舞鶴市 卸売業 ピックス株式会社
舞鶴市 卸売業 株式会社 増富　舞鶴営業所
舞鶴市 小売業 (株)メルファイン
舞鶴市 小売業 マッシュ・アップ(株)
舞鶴市 小売業 アルペン舞鶴店
舞鶴市 小売業 有限会社　エンレン　（pcsパソコンサービス）
舞鶴市 小売業 花咲悠省堂
舞鶴市 小売業 ㈱丹後乳販舞鶴店
舞鶴市 小売業 坂井精肉店
舞鶴市 小売業 エムズヘルプ・フミヤ
舞鶴市 小売業 株式会社シオミ
舞鶴市 小売業 ダイソー西舞鶴モール店
舞鶴市 小売業 ダイソー生活雑貨館エール東舞鶴店
舞鶴市 小売業 肉のABCフーズ
舞鶴市 小売業 ㈱三洋商事舞鶴営業所
舞鶴市 小売業 魚たつ
舞鶴市 小売業 岡田鮮魚店
舞鶴市 小売業 嶋田商店
舞鶴市 小売業 舞鶴やまいち
舞鶴市 小売業 夢や
舞鶴市 小売業 吉本水産
舞鶴市 小売業 上杉教育機器株式会社
舞鶴市 小売業 (株)ラセール
舞鶴市 小売業 舞鶴崎田　松蔵
舞鶴市 小売業 有限会社　水嶋食料品店
舞鶴市 小売業 株式会社ツクヨミラシン（アース　クロック　ラボラトリ）
舞鶴市 小売業 しまとう
舞鶴市 小売業 新蝶屋
舞鶴市 小売業 株式会社ヤマダ電機　テックランド舞鶴店
舞鶴市 小売業 株式会社 タケヤマ（self beauty lab LEAF)
舞鶴市 小売業 くすりの太陽堂らぽーる店
舞鶴市 小売業 くすりの太陽堂伊佐津店
舞鶴市 小売業 シーサイドホテルパルコ
舞鶴市 小売業 ドラッグストアー太陽堂市場店
舞鶴市 小売業 ドラッグストアー太陽堂白鳥店
舞鶴市 小売業 ヘルストロン舞鶴東店
舞鶴市 小売業 有限会社 ヨシオカ
舞鶴市 小売業 夢菓房　みやした
舞鶴市 小売業 株式会社　大嶋カーサービス舞鶴店
舞鶴市 小売業 株式会社　藤善
舞鶴市 小売業 株式会社フクヤ　こうじや
舞鶴市 小売業 株式会社フクヤ　白鳥
舞鶴市 小売業 株式会社フクヤ　中舞鶴
舞鶴市 小売業 株式会社フクヤ　西舞鶴
舞鶴市 小売業 株式会社フクヤ　東舞鶴
舞鶴市 小売業 ペットショップ川田
舞鶴市 小売業 洋酒の佐藤
舞鶴市 小売業 舞鶴かね和
舞鶴市 小売業 お菓子工房ロジナ
舞鶴市 小売業 伊東時計店
舞鶴市 小売業 ウェルネスプラザ舞鶴
舞鶴市 小売業 株式会社　西村紙油商事
舞鶴市 小売業 倉木石材工業
舞鶴市 小売業 ハンドクラフト　ホリウチ
舞鶴市 小売業 ビボ・カーラ
舞鶴市 小売業 本河中央薬局
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舞鶴市 小売業 メガネの伊東
舞鶴市 小売業 海軍御用達おみやげ館
舞鶴市 小売業 上杉教育機器㈱
舞鶴市 小売業 玉屋生花株式会社
舞鶴市 小売業 有限会社　扇屋
舞鶴市 小売業 有限会社　紅かね
舞鶴市 小売業 ラプンツェル
舞鶴市 小売業 ケーズデンキ　東舞鶴店
舞鶴市 小売業 時計・宝石・メガネ　エイコー
舞鶴市 小売業 三条のいろは
舞鶴市 小売業 日引商事㈱白鳥SS
舞鶴市 小売業 有限会社　オオイシ電化
舞鶴市 小売業 有限会社　北商
舞鶴市 小売業 ｖａｎｉｌｌａ　ｇａｒｄｅｎ
舞鶴市 小売業 バザールタウン舞鶴
舞鶴市 小売業 フレッシュバザール舞鶴京田店
舞鶴市 小売業 フレッシュバザール舞鶴浮島店
舞鶴市 小売業 但馬屋　舞鶴店
舞鶴市 小売業 フェリーサービス株式会社 舞鶴売店
舞鶴市 小売業 株式会社　村田舞鶴堂
舞鶴市 小売業 しおじり履物店
舞鶴市 小売業 (株)奥呉服店
舞鶴市 小売業 有限会社山下酒店
舞鶴市 小売業 新・文具館。舞鶴店
舞鶴市 小売業 荒川種苗株式会社
舞鶴市 小売業 株式会社堀電機商会
舞鶴市 小売業 ファッションハウスオギノ
舞鶴市 小売業 有限会社八島堂
舞鶴市 小売業 有限会社八島堂薬局南浜店
舞鶴市 小売業 リメイク
舞鶴市 小売業 ㈱ジュンテンドー西舞鶴モール店
舞鶴市 小売業 時計・宝飾・メガネ　イケベ
舞鶴市 小売業 株式会社ファミリー（シャトレーゼ東舞鶴店）
舞鶴市 小売業 株式会社ファミリー（宮脇書店舞鶴店）
舞鶴市 小売業 株式会社藤善（ギフト館藤善）
舞鶴市 小売業 共栄ゴム株式会社（マイフット・キョーエー）
舞鶴市 小売業 伯耆畳店
舞鶴市 小売業 丸二金物㈲
舞鶴市 小売業 メガネの和諧堂
舞鶴市 小売業 ヤマサクシューズ
舞鶴市 小売業 レディス　ニシワキ
舞鶴市 小売業 南石油株式会社　舞鶴西ＳＳ
舞鶴市 小売業 南石油株式会社　舞鶴白鳥ＳＳ
舞鶴市 小売業 泉食料品店
舞鶴市 小売業 今西楽器店
舞鶴市 小売業 女布徳鶏肉店
舞鶴市 小売業 株式会社コヅカ
舞鶴市 小売業 三ツ丸衣料雑貨店
舞鶴市 小売業 中西洋服店
舞鶴市 小売業 ぷちショップ西舞鶴店
舞鶴市 小売業 舞鶴電脳工作室合同会社
舞鶴市 小売業 都らいぶヤマモト
舞鶴市 小売業 有限会社勇貫堂
舞鶴市 小売業 有限会社本合商店
舞鶴市 小売業 セイブリビング株式会社       
舞鶴市 小売業 森下米穀店　
舞鶴市 小売業 ドラッグささき西舞鶴店
舞鶴市 小売業 パティスリー　ラ・マルシェ
舞鶴市 小売業 ヒロベ薬局
舞鶴市 小売業 ホームセンターミフネ株式会社
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舞鶴市 小売業 有限会社TAKA（olive×olive）
舞鶴市 小売業 有限会社リカーショップサカイ
舞鶴市 小売業 株式会社みずの
舞鶴市 小売業 佐々木薬局 森店
舞鶴市 小売業 佐々木薬局 本店
舞鶴市 小売業 株式会社エール（エール東舞鶴店）
舞鶴市 小売業 ヤマショー電器
舞鶴市 小売業 有限会社エー・アンド・ヴイタナカ（A&Vタナカ）
舞鶴市 小売業 山本商事有限会社
舞鶴市 小売業 有限会社ソニック・マイヅル
舞鶴市 小売業 エディオン行永マルマン電器
舞鶴市 小売業 スポーツホリ
舞鶴市 小売業 ローソン国立舞鶴病院前店
舞鶴市 小売業 ローソン中舞鶴店
舞鶴市 小売業 丸富士食品
舞鶴市 小売業 あじもと鋸刃物店
舞鶴市 小売業 (株)オシャレの太田
舞鶴市 小売業 株式会社シオミ（グレースシオミ）
舞鶴市 小売業 株式会社三ツ丸ストア（余内店）
舞鶴市 小売業 株式会社三ツ丸ストア（生鮮＆業務スーパー下福井店）
舞鶴市 小売業 (株)美咲商会
舞鶴市 小売業 津山産業株式会社（つやまサイクル）
舞鶴市 小売業 土岐陶器店
舞鶴市 小売業 バイシクルタナカ
舞鶴市 小売業 有限会社国山
舞鶴市 小売業 有限会社舞鶴米穀（桜木営業所）
舞鶴市 小売業 有限会社舞鶴米穀（中舞鶴営業所）
舞鶴市 小売業 スーパーにしがき　下福井店
舞鶴市 小売業 スーパーにしがき　東舞鶴店
舞鶴市 小売業 スーパーにしがき　福来店
舞鶴市 小売業 スーパーにしがき　北浜店
舞鶴市 小売業 田中屋文具店
舞鶴市 小売業 中西酒店
舞鶴市 小売業 東舞鶴商店街連盟（海軍御用達おみやげ館）
舞鶴市 小売業 東舞鶴商店街連盟（産直マート）
舞鶴市 小売業 みやもと金物店
舞鶴市 小売業 株式会社上林商会
舞鶴市 小売業 スポーツショップタケダ
舞鶴市 小売業 田中自転車店
舞鶴市 小売業 ナオミスタジオ
舞鶴市 小売業 フラワーショップ英国の風
舞鶴市 小売業 有限会社ウッディーハウス（LUCE店）
舞鶴市 小売業 有限会社ウッディーハウス（WOODY HOUSE LBR）
舞鶴市 小売業 有限会社ウッディーハウス（WOODY HOUSE本店）
舞鶴市 小売業 有限会社深田新聞舗東支店
舞鶴市 小売業 有限会社深田新聞舗本店
舞鶴市 小売業 INTRO
舞鶴市 小売業 有限会社梅垣商店
舞鶴市 小売業 大槻昭和堂
舞鶴市 小売業 キッチンショップあだち
舞鶴市 小売業 クスリキリン堂　西舞鶴モール店
舞鶴市 小売業 コイケスポーツ
舞鶴市 小売業 大光株式会社
舞鶴市 小売業 婦人服　大坂屋
舞鶴市 小売業 丸善食品有限会社
舞鶴市 小売業 三都屋食料品店
舞鶴市 小売業 有限会社タケベプランニング（ウイズ1Ｆ）
舞鶴市 小売業 有限会社タケベプランニング（ウイズ2Ｆ）
舞鶴市 小売業 レディスハウスきょうや
舞鶴市 小売業 和洋菓子フクムラ
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舞鶴市 小売業 ㈲ハヤシスポーツ
舞鶴市 小売業 ㈲ミチル（ミチルかさまん）
舞鶴市 小売業 Boulangerie mon coeur
舞鶴市 小売業 株式会社番匠屋
舞鶴市 小売業 卓球専門店一条
舞鶴市 小売業 ミトマン有限会社（MITOMANgoodworks)
舞鶴市 小売業 有限会社セノ（レディスファッションセノ）
舞鶴市 小売業 有限会社土田洋服店（SCOPE）
舞鶴市 小売業 菓匠三条かきした
舞鶴市 小売業 株式会社英里奈（英里奈ユニフォーム事業部）
舞鶴市 小売業 株式会社英里奈（サクレ）
舞鶴市 小売業 株式会社英里奈（シュランク）
舞鶴市 小売業 株式会社英里奈（ブラックギャラクシーマイン店）
舞鶴市 小売業 株式会社英里奈（ブラックギャラクシーらぽーる店）
舞鶴市 小売業 神谷印判店
舞鶴市 小売業 ミシンプラザ舞鶴
舞鶴市 小売業 株式会社西本佛壇店舞鶴店
舞鶴市 小売業 オハナ
舞鶴市 小売業 有限会社 アラタ商事
舞鶴市 小売業 ふとんの西村
舞鶴市 小売業 有限会社 まるみ
舞鶴市 小売業 ENEOS東舞鶴
舞鶴市 小売業 EneJet舞鶴
舞鶴市 小売業 北京都自動車販売
舞鶴市 小売業 株式会社DIYSTYLE
舞鶴市 小売業 有限会社　小町屋京田薬局
舞鶴市 不動産・賃貸業 アイシンクス不動産有限会社
舞鶴市 不動産・賃貸業 株式会社カワカミハウジング
舞鶴市 不動産・賃貸業 株式会社住建ネット
舞鶴市 不動産・賃貸業 ㈱MASA
舞鶴市 宿泊業 ふじつ温泉
舞鶴市 宿泊業 ホテルつかさ舞鶴
舞鶴市 宿泊業 ビジネスインオーブ浜
舞鶴市 宿泊業 ビジネスホテルウェーブ舞鶴
舞鶴市 宿泊業 ホテルベルマーレ
舞鶴市 宿泊業 古民家の宿 宰嘉庵
舞鶴市 宿泊業 ゲストハウス宰嘉庵かなで
舞鶴市 宿泊業 旅館　銀水館
舞鶴市 宿泊業 舞鶴グランドホテル
舞鶴市 宿泊業 舞鶴グランドホテル　ヴィラ
舞鶴市 宿泊業 舞鶴グランドホテル　別館シャトー
舞鶴市 宿泊業 ホテルアマービレ舞鶴
舞鶴市 宿泊業 株式会社シールート　（シーサイドホテルパルコ）
舞鶴市 宿泊業 株式会社アルスタ
舞鶴市 宿泊業 スーパーホテル東舞鶴
舞鶴市 宿泊業 ポートシャインホテル
舞鶴市 宿泊業 民宿　六次郎
舞鶴市 宿泊業 有限会社福井商店（アーバンホテル）
舞鶴市 宿泊業 五條旅館
舞鶴市 宿泊業 拾得
舞鶴市 宿泊業 民宿刀祢
舞鶴市 飲食業 焼肉丸善 東舞鶴店
舞鶴市 飲食業 まいづる茶屋
舞鶴市 飲食業 (有)横田企画（季節料理　よこ田）
舞鶴市 飲食業 栄亭　舞鶴店
舞鶴市 飲食業 浮舟
舞鶴市 飲食業 (有)クレスポ・コーポ・レーション（天下一品　東舞鶴店）
舞鶴市 飲食業 お食事処弁天
舞鶴市 飲食業 御台所　セバル
舞鶴市 飲食業 餃子の王将（西舞鶴店）



ステッカー交付一覧（2021/02/19）
所在地（市区町村） 業種区分 店舗・事業所名

舞鶴市 飲食業 餃子の王将（東舞鶴店）
舞鶴市 飲食業 ブーケ
舞鶴市 飲食業 魚民　東舞鶴店
舞鶴市 飲食業 i-café
舞鶴市 飲食業 海鮮丼ととや
舞鶴市 飲食業 海鮮ハウス
舞鶴市 飲食業 海鮮れすとらん　ととや
舞鶴市 飲食業 カフェテリアオレンヂ
舞鶴市 飲食業 カフェレストラン　ラベンダー
舞鶴市 飲食業 カラオケ喫茶　ドレミ
舞鶴市 飲食業 ココス東舞鶴店
舞鶴市 飲食業 新八舞鶴城南店
舞鶴市 飲食業 とれとれ寿司
舞鶴市 飲食業 ピザ・リトルパーティー東舞鶴店
舞鶴市 飲食業 料理旅館　霞月
舞鶴市 飲食業 居酒屋　石
舞鶴市 飲食業 DINING BAR JOKE
舞鶴市 飲食業 アメイロ　ビストロ　アルル
舞鶴市 飲食業 羅針盤
舞鶴市 飲食業 マクドナルド27号舞鶴店
舞鶴市 飲食業 マクドナルド東舞鶴らぽーる店
舞鶴市 飲食業 加寿美
舞鶴市 飲食業 味よし
舞鶴市 飲食業 おくの丸
舞鶴市 飲食業 株式会社ツクヨミラシン（アメイロ　ビストロ　アルル）
舞鶴市 飲食業 株式会社ツクヨミラシン（羅針盤）
舞鶴市 飲食業 いいら屋
舞鶴市 飲食業 松栄館
舞鶴市 飲食業 カフェレストラン　ほのぼの屋
舞鶴市 飲食業 株式会社（レストラン海望亭）
舞鶴市 飲食業 清蓮亭
舞鶴市 飲食業 カフェレストフォレスト
舞鶴市 飲食業 きらくや
舞鶴市 飲食業 （有）キムラ食品　焼肉屋　じゅんちゃん
舞鶴市 飲食業 5号棟カフェ
舞鶴市 飲食業 Pizzeria SLOW
舞鶴市 飲食業 いせの与一
舞鶴市 飲食業 株式会社ラセール
舞鶴市 飲食業 がんばっ邸
舞鶴市 飲食業 喫茶jazz
舞鶴市 飲食業 吟味屋　マンボウ
舞鶴市 飲食業 酒菜　大地の蔵
舞鶴市 飲食業 趣向料理　内方
舞鶴市 飲食業 旬彩酒場　しゅう
舞鶴市 飲食業 情熱ホルモン　舞鶴酒場
舞鶴市 飲食業 ホルモン焼肉　八島丹山
舞鶴市 飲食業 丸糸食堂
舞鶴市 飲食業 焼肉　牛炭苑
舞鶴市 飲食業 闇市倶楽部　西舞鶴店
舞鶴市 飲食業 有限会社　松きち
舞鶴市 飲食業 株式会社 凡愚
舞鶴市 飲食業 穂のか食堂
舞鶴市 飲食業 株式会社Oe-Solution(焼肉　林延）
舞鶴市 飲食業 株式会社魚源東舞鶴店
舞鶴市 飲食業 Kaishin(株)　弾正
舞鶴市 飲食業 うな鶴
舞鶴市 飲食業 お好み焼きだんけ
舞鶴市 飲食業 お食事亭天照
舞鶴市 飲食業 ガーデンカフェ
舞鶴市 飲食業 (株)ENDLESS（おかあちゃん舞鶴店）
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舞鶴市 飲食業 (株)ENDLESS（とんかつかつ源舞鶴店）
舞鶴市 飲食業 (株)魚源　西舞鶴店
舞鶴市 飲食業 株式会社 凡愚（卑弥呼）
舞鶴市 飲食業 株式会社ミーティア（焼肉 味道楽）
舞鶴市 飲食業 (株)モルトフレスコ（NICKBEER）
舞鶴市 飲食業 (株)モルトフレスコ（ドラウマ）
舞鶴市 飲食業 (株)モルトフレスコ（モルトヴォーノアンナ）
舞鶴市 飲食業 (株)モルトフレスコ（モルトヴォーノニーナ）
舞鶴市 飲食業 (株)ワイズグループ（居酒屋さんぱち福知山店）
舞鶴市 飲食業 (株)ワイズグループ（お食事処ゆき）
舞鶴市 飲食業 (株)ワイズグループ（さんぱち西舞鶴店）
舞鶴市 飲食業 (株)ワイズグループ（さんぱち東舞鶴店）
舞鶴市 飲食業 (株)ワイズグループ（まるいちらぁめん東舞鶴店）
舞鶴市 飲食業 (株)ワイズグループ（ゆき弁工房）
舞鶴市 飲食業 (株)ワイズグループ（レトロ串揚マルハチ）
舞鶴市 飲食業 サカナテラス
舞鶴市 飲食業 旬彩雅楽
舞鶴市 飲食業 新鮮処　魚里
舞鶴市 飲食業 進肴
舞鶴市 飲食業 タイム
舞鶴市 飲食業 たねふね
舞鶴市 飲食業 なちゅーる
舞鶴市 飲食業 なみ月
舞鶴市 飲食業 肉の匠　やき壱
舞鶴市 飲食業 ぬらりくらり
舞鶴市 飲食業 博多寿し
舞鶴市 飲食業 ハレルコ（シェフロア）
舞鶴市 飲食業 ミスターバーグ京都舞鶴店
舞鶴市 飲食業 もののふ
舞鶴市 飲食業 洋食キッチンベリーズ
舞鶴市 飲食業 ラーメン一丁
舞鶴市 飲食業 漁師小屋
舞鶴市 飲食業 IZAKAYA 524
舞鶴市 飲食業 有限会社まこと（合掌レストランまこと）
舞鶴市 飲食業 がじゅまる（安田昌美）
舞鶴市 飲食業 地魚の隠れ家　みわ（坂上美和）
舞鶴市 飲食業 熱烈らぁめん
舞鶴市 飲食業 新鮮居酒屋　暖家
舞鶴市 飲食業 牛亭
舞鶴市 飲食業 昭和サロン　歓迎館
舞鶴市 飲食業 喫茶富士
舞鶴市 飲食業 マウンテンバーアンドキッチン
舞鶴市 飲食業 べにや食堂
舞鶴市 飲食業 鶏笑舞鶴店
舞鶴市 飲食業 絆　BONDING
舞鶴市 飲食業 舞鶴酒場
舞鶴市 飲食業 みなと家
舞鶴市 飲食業 桃花
舞鶴市 飲食業 cafe　アンティーク
舞鶴市 飲食業 たこやき　一番屋
舞鶴市 飲食業 Ｆish bar 鯨
舞鶴市 飲食業 お好み焼き　ひろ
舞鶴市 飲食業 カフェレスト 駅カフェ
舞鶴市 飲食業 株式会社シマダ（カフェレストラン　ラベンダー）
舞鶴市 飲食業 旬魚の蔵　樽屋
舞鶴市 飲食業 とうがらし亭
舞鶴市 飲食業 牛角西舞鶴店
舞鶴市 飲食業 スナック　みやび
舞鶴市 飲食業 五條狹さ木
舞鶴市 飲食業 はんなり食堂
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舞鶴市 飲食業 焼肉　香来園
舞鶴市 飲食業 こうちゃん
舞鶴市 飲食業 食事処　ひょうたん
舞鶴市 飲食業 舞鶴酒場　情熱ホルモン
舞鶴市 飲食業 Lamuca（ラミュカ）
舞鶴市 飲食業 花鳥風月
舞鶴市 飲食業 やきとりの名門 秋吉東舞鶴店
舞鶴市 飲食業 福寿し
舞鶴市 飲食業 Angelina
舞鶴市 飲食業 Cine Grulla
舞鶴市 飲食業 Dessert café KEKE
舞鶴市 飲食業 Fon Din
舞鶴市 飲食業 Guild
舞鶴市 飲食業 Kissa Kikuya
舞鶴市 飲食業 Metel珈琲
舞鶴市 飲食業 nini
舞鶴市 飲食業 WASABI
舞鶴市 飲食業 明軒
舞鶴市 飲食業 アクセサリー&カフェバーRi’s
舞鶴市 飲食業 味菜
舞鶴市 飲食業 居酒屋　ぱりえ亭
舞鶴市 飲食業 いさみ寿し
舞鶴市 飲食業 出石皿そば　松福
舞鶴市 飲食業 梅乃家
舞鶴市 飲食業 黄金ラーメン大勝
舞鶴市 飲食業 おうちカフェ　Come Come
舞鶴市 飲食業 風月
舞鶴市 飲食業 割烹　嘉門
舞鶴市 飲食業 割烹たむら
舞鶴市 飲食業 カフェ　ヨオアゾ
舞鶴市 飲食業 カフェレストラン　レノン
舞鶴市 飲食業 株式会社　鶴昇丸
舞鶴市 飲食業 株式会社シマダ（カフェテリア　オレンヂ）
舞鶴市 飲食業 株式会社小さな広場（KAN,MA　Dining)
舞鶴市 飲食業 カラオケスタジオ　セブン
舞鶴市 飲食業 かわずの食堂
舞鶴市 飲食業 喫茶スナック　賀茂
舞鶴市 飲食業 喫茶パートナー
舞鶴市 飲食業 きばりや
舞鶴市 飲食業 食心坊
舞鶴市 飲食業 グリルハウス　メルヘン
舞鶴市 飲食業 コーヒー喫茶赤道館
舞鶴市 飲食業 コーヒーショップパドック
舞鶴市 飲食業 咲けの実屋
舞鶴市 飲食業 三福
舞鶴市 飲食業 社会福祉法人みずなぎ学園
舞鶴市 飲食業 旬鮮魚菜　れんが
舞鶴市 飲食業 スタミナ食堂
舞鶴市 飲食業 炭火居酒屋　笑
舞鶴市 飲食業 曽根商店（じゅん）
舞鶴市 飲食業 そばや あうん
舞鶴市 飲食業 たあやん
舞鶴市 飲食業 だいにんぐ舞虎
舞鶴市 飲食業 だるまや
舞鶴市 飲食業 鼓つる
舞鶴市 飲食業 天麩羅　きたはら
舞鶴市 飲食業 どじ
舞鶴市 飲食業 鳥ふじ
舞鶴市 飲食業 浪花屋　鳥造
舞鶴市 飲食業 浜寿司



ステッカー交付一覧（2021/02/19）
所在地（市区町村） 業種区分 店舗・事業所名

舞鶴市 飲食業 浜ちゃん
舞鶴市 飲食業 はりまや
舞鶴市 飲食業 舞鶴湾かき小屋　美味星
舞鶴市 飲食業 松江ずし
舞鶴市 飲食業 みなづる食堂
舞鶴市 飲食業 森のこびと
舞鶴市 飲食業 やきとり大吉中舞鶴店
舞鶴市 飲食業 やきとり吉鳥東舞鶴店
舞鶴市 飲食業 山づき
舞鶴市 飲食業 有限会社　はまや
舞鶴市 飲食業 有限会社亀寿司
舞鶴市 飲食業 有限会社サンキ（Cafe もくもく）
舞鶴市 飲食業 有限会社舞鶴珉珉
舞鶴市 飲食業 有限会社紫
舞鶴市 飲食業 若（ワカ）
舞鶴市 飲食業 和楽カフェ
舞鶴市 飲食業 焼肉 八島丹山 行永
舞鶴市 飲食業 焼肉 八島丹山 本店
舞鶴市 飲食業 コメダ珈琲店　西舞鶴店
舞鶴市 飲食業 MAA RESTAURAN
舞鶴市 飲食業 アズール
舞鶴市 飲食業 一天張屋敷
舞鶴市 飲食業 いろり焼き　ひよ子
舞鶴市 飲食業 オーブンフレッシュベーカリー　サンジェルマン
舞鶴市 飲食業 かっぱ寿司東舞鶴店
舞鶴市 飲食業 カフェ畑中商店
舞鶴市 飲食業 株式会社オリーブガーデン（Manmaふらいぱん）
舞鶴市 飲食業 株式会社大和水産　大六丸
舞鶴市 飲食業 キッサ カツプス
舞鶴市 飲食業 喫茶紫根
舞鶴市 飲食業 喫茶レミ
舞鶴市 飲食業 軽食喫茶スナック　門
舞鶴市 飲食業 ケンタッキーフライドチキン　東舞鶴店
舞鶴市 飲食業 魚処　なかむら
舞鶴市 飲食業 炭処　八平
舞鶴市 飲食業 台湾料理 福祥居
舞鶴市 飲食業 たら福
舞鶴市 飲食業 中華厨房　上々
舞鶴市 飲食業 つどい
舞鶴市 飲食業 鶴の家
舞鶴市 飲食業 焼肉まつやま
舞鶴市 飲食業 有限会社一天張
舞鶴市 飲食業 有限会社ミナトコーポレーション（京茶そば多夢）
舞鶴市 飲食業 有限会社ムッカコーポレーション（焼肉　心）
舞鶴市 飲食業 ラーメン亭　ふく
舞鶴市 飲食業 レストラン　ペイザンヌ
舞鶴市 飲食業 炭火串焼　灯志
舞鶴市 飲食業 カレーハウスCoCo壱番屋　西舞鶴国道27号店
舞鶴市 飲食業 すき家 東舞鶴白鳥店
舞鶴市 飲食業 Roa
舞鶴市 飲食業 フェリーサービス株式会社 舞鶴食堂
舞鶴市 飲食業 肉料理専門店はやし
舞鶴市 飲食業 CLOUD8
舞鶴市 飲食業 NPO法人　名水の里杉山
舞鶴市 飲食業 あじ彩
舞鶴市 飲食業 味処 炭や
舞鶴市 飲食業 石焼ハウス　さかえ
舞鶴市 飲食業 牛々亭
舞鶴市 飲食業 ごはん屋みゆきちゃん家
舞鶴市 飲食業 酒場　みず穂



ステッカー交付一覧（2021/02/19）
所在地（市区町村） 業種区分 店舗・事業所名

舞鶴市 飲食業 中華レストラン 東来
舞鶴市 飲食業 マウンテン
舞鶴市 飲食業 みかさ
舞鶴市 飲食業 水の冠
舞鶴市 飲食業 麺楽
舞鶴市 飲食業 レストランバーミルク
舞鶴市 飲食業 スシロー舞鶴店
舞鶴市 飲食業 LAGOON
舞鶴市 飲食業 ミスタードーナツらぽーる東舞鶴ショップ
舞鶴市 飲食業 京舞鶴 池屋
舞鶴市 飲食業 豊楽
舞鶴市 飲食業 天さかなと地鶏
舞鶴市 飲食業 居酒屋ここ屋
舞鶴市 飲食業 シービーズ
舞鶴市 飲食業 メンバーズりんりん
舞鶴市 飲食業 はなまるうどん舞鶴上安店
舞鶴市 飲食業 社会福祉法人　まいづる福祉会（ワークショップBONO）
舞鶴市 飲食業 ショットバー K3倶楽部
舞鶴市 飲食業 濱七
舞鶴市 飲食業 格別ヤ　東舞鶴店
舞鶴市 飲食業 第一旭　西舞鶴店
舞鶴市 飲食業 Pasticceria Gelateria Mica Male
舞鶴市 飲食業 アール・ココ
舞鶴市 飲食業 レストハウスふじ
舞鶴市 飲食業 ＺＥＲＯ ＯＮＥ　西舞鶴駅前店
舞鶴市 飲食業 サンルーフ
舞鶴市 飲食業 スナック10
舞鶴市 飲食業 中華料理　北京
舞鶴市 飲食業 まる屋
舞鶴市 飲食業 レノン
舞鶴市 飲食業 (株)ジオ（牛角東舞鶴店）
舞鶴市 飲食業 サウンドスペースノータイトル
舞鶴市 飲食業 ティアラ
舞鶴市 飲食業 灯屋
舞鶴市 飲食業 スナック　エルメス
舞鶴市 飲食業 紫陽花
舞鶴市 飲食業 有限会社ユウ・フード・システムズ（暖家）
舞鶴市 飲食業 スナック由美
舞鶴市 飲食業 じゃじゃ美味
舞鶴市 飲食業 がちま家
舞鶴市 飲食業 Ringz
舞鶴市 飲食業 ラーメンかえで
舞鶴市 飲食業 まるはね
舞鶴市 飲食業 カラオケバー And
舞鶴市 飲食業 GREEN MONSTER
舞鶴市 飲食業 焼酎Bar古Kyu
舞鶴市 飲食業 Ｒｕｓｈ
舞鶴市 飲食業 Hungry
舞鶴市 飲食業 BAR DOCKERY FARMS
舞鶴市 飲食業 モズバーガー西舞鶴店
舞鶴市 飲食業 パブ&スナック　パッション
舞鶴市 飲食業 Bar  Ha~Ha
舞鶴市 飲食業 一づる食堂
舞鶴市 飲食業 喫茶スナック　サムタイム
舞鶴市 飲食業 シーズン
舞鶴市 飲食業 ゆず
舞鶴市 飲食業 クレーキー倉橋
舞鶴市 飲食業 R
舞鶴市 飲食業 丸亀製麺西舞鶴
舞鶴市 飲食業 株式会社DIYSTYLE



ステッカー交付一覧（2021/02/19）
所在地（市区町村） 業種区分 店舗・事業所名

舞鶴市 飲食業 京都モリモリキッチン
舞鶴市 飲食業 Lips
舞鶴市 飲食業 御食事処　亀八
舞鶴市 飲食業 恋月夜
舞鶴市 飲食業 呑
舞鶴市 飲食業 スナックコスモス
舞鶴市 飲食業 カラオケスナックよねちやん
舞鶴市 飲食業 SNACK MARINE
舞鶴市 飲食業 スナック摩耶
舞鶴市 飲食業 スナックパセリ
舞鶴市 飲食業 鯛福鮨
舞鶴市 飲食業 Sister
舞鶴市 飲食業 有限会社銀八寿し
舞鶴市 飲食業 ハルハル
舞鶴市 飲食業 アミーゴ
舞鶴市 飲食業 Hurley
舞鶴市 飲食業 スナック笑
舞鶴市 飲食業 よし半
舞鶴市 飲食業 cocoi
舞鶴市 飲食業 CIANA
舞鶴市 飲食業 EGOIST
舞鶴市 飲食業 スナックHAVANA
舞鶴市 飲食業 けんちゃん
舞鶴市 飲食業 twilight bar
舞鶴市 飲食業 おばんざい雅
舞鶴市 飲食業 ワンコインカフェ グレイス
舞鶴市 飲食業 めんたこ５５０
舞鶴市 飲食業 恋から
舞鶴市 飲食業 銭形
舞鶴市 飲食業 鉄板daining KANKARA
舞鶴市 飲食業 とり屋鳥右衛門
舞鶴市 飲食業 焼肉牛々亭
舞鶴市 飲食業 Night space alba
舞鶴市 飲食業 Bar frontier
舞鶴市 飲食業 Precious
舞鶴市 飲食業 焼肉　入船
舞鶴市 飲食業 胡蝶
舞鶴市 飲食業 ファイン
舞鶴市 飲食業 さなんとこ
舞鶴市 飲食業 Music Bar HAMO
舞鶴市 飲食業 詩音
舞鶴市 飲食業 スナック ブルーム
舞鶴市 飲食業 ブローネ
舞鶴市 飲食業 FLASH
舞鶴市 飲食業 スナック花
舞鶴市 飲食業 花水木
舞鶴市 飲食業 パブリックルーム ラ・ルジャン
舞鶴市 飲食業 梓
舞鶴市 飲食業 ぶるーむ
舞鶴市 飲食業 スナックエクスプレス
舞鶴市 飲食業 アンリーバー
舞鶴市 飲食業 オンリーワン
舞鶴市 飲食業 どうらく亭
舞鶴市 飲食業 カラオケ、どうらく
舞鶴市 飲食業 お食事処　咲
舞鶴市 飲食業 カラオケスタジオハーモニー
舞鶴市 飲食業 由良川　あかつき
舞鶴市 飲食業 割烹　あかつき
舞鶴市 飲食業 すなっく　心
舞鶴市 飲食業 鉄板焼けんちゃん



ステッカー交付一覧（2021/02/19）
所在地（市区町村） 業種区分 店舗・事業所名

舞鶴市 飲食業 Ｒ
舞鶴市 飲食業 VIP
舞鶴市 飲食業 スナック　京子
舞鶴市 飲食業 プリンス アイ
舞鶴市 飲食業 sugar
舞鶴市 飲食業 和みcafé
舞鶴市 飲食業 ラウンジスイート
舞鶴市 飲食業 Bar color
舞鶴市 飲食業 gilrs bar Joel
舞鶴市 飲食業 BLUE BIRD
舞鶴市 飲食業 スナック ボイス
舞鶴市 飲食業 パブ＆スナック　パッション
舞鶴市 飲食業 Bar Ha-Ha
舞鶴市 飲食業 over time
舞鶴市 飲食業 FULL HOUSE
舞鶴市 飲食業 スナック  ジュン
舞鶴市 飲食業 わがジュリ
舞鶴市 飲食業 美樹
舞鶴市 飲食業 ＶＯＧＵＥ738
舞鶴市 飲食業 ＮＯＩＥ
舞鶴市 飲食業 喫茶スナック　エンゼル
舞鶴市 飲食業 ナイトイン　月光
舞鶴市 飲食業 アクアヴィット+
舞鶴市 飲食業 スナック　シークレット　不二子
舞鶴市 飲食業 ブラスワン
舞鶴市 飲食業 ＯＺ
舞鶴市 飲食業 たこ焼き
舞鶴市 飲食業 SIZUKU
舞鶴市 飲食業 ＳＡＫＵＲＡＮＢＯ
舞鶴市 飲食業 Ｌｙｎ
舞鶴市 飲食業 スナック　シンキット
舞鶴市 飲食業 かのん
舞鶴市 飲食業 須具利
舞鶴市 飲食業 カラオケ　トッちゃん
舞鶴市 飲食業 ＪＭＵ　職員クラブ
舞鶴市 飲食業 アクアヴィット
舞鶴市 飲食業 ＴＲＩＢＥ
舞鶴市 飲食業 Ｅｎｊｕ
舞鶴市 飲食業 ＧＡＲＮＥＴ
舞鶴市 飲食業 揚半
舞鶴市 飲食業 カラオケ　いけだ
舞鶴市 飲食業 スナックいろは
舞鶴市 飲食業 スナック　集い
舞鶴市 飲食業 ＧＩＮＣＨ
舞鶴市 飲食業 Aqua-vit
舞鶴市 飲食業 シンフー
舞鶴市 飲食業 Honey
舞鶴市 飲食業 割烹　かつら
舞鶴市 飲食業 カラオケ喫茶　サラ
舞鶴市 飲食業 さくら
舞鶴市 飲食業 乙姫
舞鶴市 飲食業 loveaddiction
舞鶴市 飲食業 Cafe & 日本酒Bar CHIKAI
舞鶴市 飲食業 中華料理徳馨園
舞鶴市 飲食業 さかな三昧　つぼみ
舞鶴市 飲食業 ＡＺＵ．．．
舞鶴市 飲食業 有限会社　シィライラ　楽飯工房　八龍亭
舞鶴市 サービス業 有限会社トレオ
舞鶴市 サービス業 有限会社あんしん介護支援センター
舞鶴市 サービス業 株式会社アイエムスポーツ　（アイエムスポーツ倶楽部舞鶴）　



ステッカー交付一覧（2021/02/19）
所在地（市区町村） 業種区分 店舗・事業所名

舞鶴市 サービス業 シマフィルム株式会社　（舞鶴八千代館）
舞鶴市 サービス業 舞鶴整体クリニック
舞鶴市 サービス業 アウタナ
舞鶴市 サービス業 ヘアーサロン太郎＆花子　舞鶴店・株式会社和光
舞鶴市 サービス業 メトセラ・ポロロッカ
舞鶴市 サービス業 遊覧船　まいづる
舞鶴市 サービス業 (有)ワールドスポーツ（カーブス京都舞鶴）
舞鶴市 サービス業 (有)ワールドスポーツ（カーブスまいづる東）
舞鶴市 サービス業 舞鶴港とれとれセンター
舞鶴市 サービス業 ビューティーサロンすず香
舞鶴市 サービス業 舞鶴アポロⅡ
舞鶴市 サービス業 つり船　光祥丸
舞鶴市 サービス業 海の京都ＤＭＯ/舞鶴観光協会
舞鶴市 サービス業 (株)アリュール（co-al）
舞鶴市 サービス業 (株)アリュール（ノエビア北京都販社）
舞鶴市 サービス業 (株)アリュール（プラチナステージ）
舞鶴市 サービス業 (株)アリュール（マリンドール）
舞鶴市 サービス業 (株)舞鶴トラベル
舞鶴市 サービス業 (株)吉田家（ホテルよしだ）
舞鶴市 サービス業 シーサイドホテル大波
舞鶴市 サービス業 鶴栄リゾート(株)（ホテルロージュ）
舞鶴市 サービス業 鶴栄リゾート(株)（舞鶴カントリークラブ）
舞鶴市 サービス業 ハレルコ（カロン）
舞鶴市 サービス業 美容ノア
舞鶴市 サービス業 理容フォーユー
舞鶴市 サービス業 㐂文
舞鶴市 サービス業 アルカディア２
舞鶴市 サービス業 エイチゼロワン
舞鶴市 サービス業 マナイ商店街振興組合
舞鶴市 サービス業 Liv
舞鶴市 サービス業 RAC
舞鶴市 サービス業 ROSY
舞鶴市 サービス業 琉音
舞鶴市 サービス業 ヘアモード104
舞鶴市 サービス業 足立クリーニング
舞鶴市 サービス業 アッピア
舞鶴市 サービス業 株式会社　アクア
舞鶴市 サービス業 レンタカーパートナーズ㈱
舞鶴市 サービス業 ヘアーランド　パルジュ
舞鶴市 サービス業 有限会社ジェッカ（エステティックサロン　ジュネス）
舞鶴市 サービス業 美容室　ぼく
舞鶴市 サービス業 洋服の修理屋さんマツシタ
舞鶴市 サービス業 (株)共和堂
舞鶴市 サービス業 バーバーショップフジタ（理容フジタ）
舞鶴市 サービス業 クリーニングポケット　らぽーる店
舞鶴市 サービス業 クリーニングポケット　下福井店
舞鶴市 サービス業 クリーニングポケット　工場前店
舞鶴市 サービス業 クリーニングポケット　倉谷店
舞鶴市 サービス業 株式会社ボンボン堂
舞鶴市 サービス業 ウエディングプロデュース　サンルーチェ
舞鶴市 サービス業 スタジオバンガード
舞鶴市 サービス業 山本クリーニング
舞鶴市 サービス業 理容イワサキ
舞鶴市 サービス業 ほーむけあセンター和心
舞鶴市 サービス業 株式会社バンガード（スタジオ バンガード）
舞鶴市 サービス業 メンズカットハリス
舞鶴市 サービス業 ビューティーサロン　けいこ
舞鶴市 サービス業 西オート.サービス
舞鶴市 サービス業 井上耳鼻いんこう科
舞鶴市 サービス業 美容室ＡＮＮＥＸ
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所在地（市区町村） 業種区分 店舗・事業所名

舞鶴市 サービス業 株式会社　ロクタ
舞鶴市 サービス業 小さな美容室　green
舞鶴市 娯楽業 舞鶴観光株式会社　（COMO-7)
舞鶴市 娯楽業 カラオケスカイ舞鶴店
舞鶴市 娯楽業 アンダーツリー株式会社（キコーナ舞鶴店）
舞鶴市 娯楽業 アンダーツリー株式会社（スロットキコーナ舞鶴店）
舞鶴市 その他 京都府舞鶴自動車学校
舞鶴市 その他 (有)千代屋　舞鶴店　（(有)千代屋　舞鶴店）
舞鶴市 その他 舞鶴かまぼこ協同組合
舞鶴市 その他 舞鶴市商工観光センター
舞鶴市 その他 舞鶴商工会議所
舞鶴市 その他 西村証券　舞鶴支店
舞鶴市 その他 舞鶴商工振興会
舞鶴市 その他 ピザ・リトルパーティー東舞鶴店
舞鶴市 その他 株式会社舞鶴浄美社
舞鶴市 その他 株式会社舞鶴浄美社　真倉車庫
舞鶴市 その他 舞鶴実業会事業協同組合
舞鶴市 その他 舞鶴水産物商工業協同組合
舞鶴市 その他 株式会社北近畿空き家バンク
舞鶴市 その他 ナチュラルサロン kebe＾ra bykamiya
舞鶴市 その他 Coworkation Village MAIZURU
舞鶴市 その他 井本商事株式会社
舞鶴市 その他 スナックエルフィン
舞鶴市 その他 舞鶴自動車整備協同組合
舞鶴市 その他 神崎児童センター　まいまいハウス
舞鶴市 その他 上原正夫税理士事務所
舞鶴市 その他 京都府中小企業団体中央会　北部事務所
舞鶴市 その他 カットスペースキリヤマ
舞鶴市 その他 特定非営利活動法人よのなか塾
舞鶴市 その他 大六丸
舞鶴市 その他 カットハウスG
舞鶴市 その他 株式会社PEP（スタジオペップ）
舞鶴市 その他 株式会社PEP（ライブステーション東舞鶴店）
舞鶴市 その他 医療法人社団　光歯会　森歯科クリニック
舞鶴市 その他 鹿野医院
舞鶴市 その他 舞鶴倉庫株式会社
舞鶴市 その他 むちキッズクリニック
舞鶴市 その他 アーツ
舞鶴市 その他 坂根接骨院
舞鶴市 その他 亘接骨院
舞鶴市 その他 村上接骨院・村上鍼灸院
舞鶴市 その他 宮根接骨院
舞鶴市 その他 小野接骨院
舞鶴市 その他 もりつぐ接骨院
舞鶴市 その他 さだおか鍼灸接骨院
舞鶴市 その他 つかはら接骨院
舞鶴市 その他 salon de ar
舞鶴市 その他 P-tRICK
舞鶴市 その他 Music Bar HAMO
舞鶴市 その他 一条卓球研究所
綾部市 製造業 御菓子司　菊屋
綾部市 製造業 かどや
綾部市 製造業 自然素材　オリジン
綾部市 製造業 株式会社SHOWA
綾部市 製造業 黒谷和紙会館
綾部市 製造業 ㈱おおつき製菓舗
綾部市 製造業 今しぼり工房
綾部市 製造業 農家喫茶　休憩処
綾部市 製造業 三ツ星ベルト技研株式会社
綾部市 製造業 三ツ星ベルト技研株式会社　生産システム開発センター
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所在地（市区町村） 業種区分 店舗・事業所名

綾部市 製造業 株式会社波多野製作所　本社工場
綾部市 製造業 株式会社ハンシンデリカ　綾部工場
綾部市 製造業 綾部トーヨーゴム株式会社
綾部市 製造業 中央油圧工業株式会社
綾部市 製造業 株式会社髙倉有光社
綾部市 製造業 株式会社髙倉有光社　工場
綾部市 製造業 株式会社髙倉有光社　位田工場
綾部市 製造業 株式会社アカツキ製作所
綾部市 製造業 田舎家そらしど
綾部市 製造業 公栄精密株式会社
綾部市 製造業 司工業株式会社
綾部市 卸売業 シャン・ドゥ・フルール株式会社
綾部市 卸売業 イン・ザ・ルーム綾部店
綾部市 卸売業 株式会社ウエハラ
綾部市 卸売業 綾部ふれあい牧場
綾部市 卸売業 綾部米穀販売企業組合
綾部市 小売業 宝石・時計・メガネ　フジムラ
綾部市 小売業 松田紙店
綾部市 小売業 ワインショップ高本
綾部市 小売業 ヲギノ楽器店
綾部市 小売業 編みもの工房　アイル
綾部市 小売業 上原清月堂
綾部市 小売業 エステハウスMATSUI
綾部市 小売業 かどや
綾部市 小売業 かどや青果店
綾部市 小売業 坂根鶏肉店
綾部市 小売業 シャトレーシラキ
綾部市 小売業 シャン・ドゥ・フルール株式会社
綾部市 小売業 生活雑貨みつおき
綾部市 小売業 寺を商店　綾部西町
綾部市 小売業 ホビーショップだいどう
綾部市 小売業 マエダ無線電機㈱
綾部市 小売業 モリモト薬局
綾部市 小売業 モリモト薬局RiVi店
綾部市 小売業 ㈲佐々木酒店
綾部市 小売業 あやべ特産館
綾部市 小売業 ダイソー綾部店
綾部市 小売業 あやべ温泉　売店
綾部市 小売業 沖田モータース
綾部市 小売業 黒谷和紙工芸の里
綾部市 小売業 ヘルストロン綾部店
綾部市 小売業 ポケット
綾部市 小売業 (有)はとや文具店
綾部市 小売業 ブール上町店
綾部市 小売業 ケーズデンキ　綾部店
綾部市 小売業 バザールタウン綾部STOCK館
綾部市 小売業 バザールタウン綾部アスパ
綾部市 小売業 フレッシュバザール綾部幸通り店
綾部市 小売業 植原商会
綾部市 小売業 株式会社ファミリー（シャトレーゼ綾部店）
綾部市 小売業 株式会社ファミリー（宮脇書店綾部店）
綾部市 小売業 横田商店
綾部市 小売業 天声社売店
綾部市 小売業 ㈱ＥＮＥＯＳ　ジェイクエスト綾部店
綾部市 小売業 Outdoor shop lantern
綾部市 小売業 メガネのマキノ　綾部店
綾部市 小売業 クロスロード
綾部市 小売業 吉田仏具店
綾部市 小売業 拍屋
綾部市 小売業 モリモト薬局西町店
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所在地（市区町村） 業種区分 店舗・事業所名

綾部市 不動産・賃貸業 ピースビル
綾部市 不動産・賃貸業 有限会社原田商店
綾部市 宿泊業 ビジネスホテルコスモ
綾部市 宿泊業 ホテルアールイン綾部
綾部市 宿泊業 里山ゲストハウスクチュール
綾部市 宿泊業 あやべ温泉
綾部市 宿泊業 あやべ吉水
綾部市 宿泊業 かじか
綾部市 宿泊業 和宿　オリジン
綾部市 宿泊業 有限会社　現長
綾部市 宿泊業 小さいお宿　ぼっかって
綾部市 宿泊業 農家民宿　月あかり
綾部市 宿泊業 弥平治の丘
綾部市 宿泊業 京都古民家　星恵り
綾部市 宿泊業 ばったり庵
綾部市 宿泊業 水田家の食卓
綾部市 飲食業 新福亭
綾部市 飲食業 蒼鳩庵
綾部市 飲食業 綾部みやこ寿司
綾部市 飲食業 花月
綾部市 飲食業 魚菜酒房たく美
綾部市 飲食業 茶つぼ　吉田
綾部市 飲食業 萬家
綾部市 飲食業 やきやき倶楽部おなかgood!good!
綾部市 飲食業 一二三亭
綾部市 飲食業 栄亭　綾部店
綾部市 飲食業 亀甲家
綾部市 飲食業 たらふく
綾部市 飲食業 ラーメンハウス盾
綾部市 飲食業 料亭ゆう月
綾部市 飲食業 餃子の王将 綾部店
綾部市 飲食業 ココス綾部店
綾部市 飲食業 スナック　Ｂｏｒｎ
綾部市 飲食業 和風料理　ひがし山
綾部市 飲食業 綾瀬
綾部市 飲食業 あやべ温泉　レストラン
綾部市 飲食業 カフェ　じょんのび
綾部市 飲食業 綾茶cafe'
綾部市 飲食業 いこいの村　たからの里
綾部市 飲食業 喫茶くるみ
綾部市 飲食業 讃岐うどん吾平
綾部市 飲食業 花山
綾部市 飲食業 綾部つむぎ
綾部市 飲食業 そば・酒処　そばの花
綾部市 飲食業 そば処　あじき堂
綾部市 飲食業 竹松うどん店
綾部市 飲食業 闇市倶楽部　綾部店
綾部市 飲食業 chirp
綾部市 飲食業 味処　桃太郎
綾部市 飲食業 うずらや
綾部市 飲食業 うどん屋得兵衛
綾部市 飲食業 お好み焼　もりもり亭
綾部市 飲食業 スナックサンセット
綾部市 飲食業 ㈱あず木
綾部市 飲食業 カフェ　あんじ
綾部市 飲食業 スナック𠮷津
綾部市 飲食業 ひと粒　綾部店
綾部市 飲食業 Café Deco
綾部市 飲食業 Fiore Café
綾部市 飲食業 一品料理　あわ乃
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綾部市 飲食業 柿蔵
綾部市 飲食業 ギャラリーカフェ日々
綾部市 飲食業 ハーフタイム
綾部市 飲食業 パティシエ　ノリ　駅前店
綾部市 飲食業 パティシエ　ノリ　高津店
綾部市 飲食業 旅館 西むら
綾部市 飲食業 丹波茶屋ゆらり
綾部市 飲食業 茶寮ゆらり　結鶴
綾部市 飲食業 料理旅館ふしみや
綾部市 飲食業 居酒屋のんべえ
綾部市 飲食業 ラティーノス
綾部市 飲食業 フィールド
綾部市 飲食業 ＲＥＤ－ＬＩＮＥ
綾部市 飲食業 和食さと　あやべグンゼタウン店
綾部市 飲食業 三谷屋
綾部市 飲食業 バザールタウン綾部アスパ　ウェルカム
綾部市 飲食業 バザールタウン綾部アスパ　花ふじ
綾部市 飲食業 旬菜ダイニング澄味
綾部市 飲食業 純和風料理旅館　現長
綾部市 飲食業 京セラ株式会社京都綾部工場　社員食堂
綾部市 飲食業 中華料理　嘻嘻
綾部市 飲食業 こだま
綾部市 飲食業 めん処　つる吉
綾部市 飲食業 松ずし
綾部市 飲食業 ディップジョティ綾部店
綾部市 飲食業 株式会社　小西屋
綾部市 飲食業 イタリアン　カフェ　PUNTO！
綾部市 飲食業 丹波牛一也
綾部市 飲食業 カフェ月星
綾部市 飲食業 DINING matsui
綾部市 飲食業 第一旭　綾部店
綾部市 飲食業 ジョイフル　綾部店
綾部市 飲食業 いろはのい
綾部市 飲食業 レストラン　ベルデ
綾部市 飲食業 株式会社ジョイフル関西　綾部店
綾部市 飲食業 個室ダイニング　花美　綾部店
綾部市 飲食業 亀寿し　夕陽ケ丘店
綾部市 飲食業 ハイジのキッチン
綾部市 飲食業 らーめん梅家
綾部市 飲食業 ラーメンかんばやし”の”
綾部市 飲食業 丸亀製麺綾部
綾部市 飲食業 綾部ふれあい牧場 ハイジのキッチン
綾部市 飲食業 舟半
綾部市 飲食業 五郎茶屋
綾部市 飲食業 山ちゃん
綾部市 飲食業 クラブトロピカーナ
綾部市 飲食業 志庵
綾部市 飲食業 居酒屋ふうちゃん
綾部市 飲食業 ラウンジ　ツースリー
綾部市 飲食業 スナックＴｉａｍｏ
綾部市 飲食業 スナックＬＵＮＡ
綾部市 飲食業 花※花
綾部市 飲食業 居酒屋　花一輪　
綾部市 飲食業 鉄板居酒屋つくし
綾部市 飲食業 おじさんの台所ＴＡＫＡ
綾部市 飲食業 鳥飼笑店
綾部市 飲食業 吟月
綾部市 飲食業 かしわや二王公園前店
綾部市 飲食業 スナックＬａＬａ
綾部市 飲食業 かすみ
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綾部市 飲食業 パティシエ・ノリ
綾部市 飲食業 やまがハッピーアイランドｉｎ綾部
綾部市 飲食業 くらまえ
綾部市 飲食業 スナックベア
綾部市 飲食業 スナックあけ美
綾部市 飲食業 そば匠　鼓
綾部市 飲食業 Wan Cafe 299
綾部市 飲食業 スナック花言葉
綾部市 飲食業 田舎家そらしど
綾部市 飲食業 森本屋
綾部市 飲食業 インド・ネパール料理　Ｄｉｐ　Ｊｏｔｉ
綾部市 飲食業 スナック未来
綾部市 飲食業 ガールズバーNANA
綾部市 飲食業 スナックAIAI
綾部市 飲食業 ステージスター
綾部市 飲食業 LAT
綾部市 飲食業 喫茶２４。
綾部市 飲食業 スナック　リアン
綾部市 飲食業 スナック葵
綾部市 飲食業 なお道　綾部店
綾部市 飲食業 Get Me To Church
綾部市 飲食業 丹の里水産
綾部市 サービス業 プラスツーリスト㈱
綾部市 サービス業 大本本部綾部祭祀センター
綾部市 サービス業 足の専門店 Total フットケアサロン綾
綾部市 サービス業 三丹モータース
綾部市 サービス業 野間モータース
綾部市 サービス業 ヘアーサロン太郎＆花子　綾部店・株式会社和光
綾部市 サービス業 あやべ温泉　二王館
綾部市 サービス業 理容イノウエ
綾部市 サービス業 理容サロンキムラ
綾部市 サービス業 株式会社緑土（あやべ温泉）
綾部市 サービス業 株式会社みつまる美容室　オアスン店
綾部市 サービス業 株式会社みつまる美容室　セーダ店
綾部市 サービス業 栄温泉
綾部市 サービス業 介護予防・日常生活支援総合事業所　けんさぽ
綾部市 サービス業 地域密着型通所介護事業所　けんさぽ
綾部市 サービス業 canvas hair produce
綾部市 サービス業 歌謡クラブ彩音
綾部市 娯楽業 カラオケ本舗まねきねこ　綾部店
綾部市 娯楽業 ＣＯ－ＭＯ
綾部市 その他 綾部自動車学校
綾部市 その他 西村証券　綾部支店
綾部市 その他 綾部商工会議所
綾部市 その他 行政書士　梅原事務所
綾部市 その他 しらはせ鍼灸接骨院
宇治市 建設業 株式会社かわな工業
宇治市 建設業 きんきグリーン㈱
宇治市 建設業 ㈲木下造園
宇治市 建設業 株式会社中徳木材
宇治市 建設業 協栄エコソリューション株式会社
宇治市 建設業 有限会社真勝
宇治市 建設業 高村建設工業株式会社
宇治市 建設業 平和住宅リフォーム大久保店
宇治市 建設業 平和住宅リフォーム城陽店
宇治市 建設業 有限会社ベストパートナー京都
宇治市 建設業 ナカノ設備工業
宇治市 建設業 株式会社Ｂｌｏｏｍ
宇治市 建設業 株式会社吉田住建
宇治市 建設業 株式会社ひらきアーキテック 建築部



ステッカー交付一覧（2021/02/19）
所在地（市区町村） 業種区分 店舗・事業所名

宇治市 建設業 株式会社　都テクノス　本社
宇治市 建設業 きぬ川畳店
宇治市 建設業 金田屋
宇治市 建設業 三栄建築
宇治市 建設業 ダンスホール宇治
宇治市 製造業 株式会社ナンゴー
宇治市 製造業 清水醤油醸造元
宇治市 製造業 能登椽 稲房安兼 
宇治市 製造業 株式会社フジタイト　本社工場
宇治市 製造業 株式会社フジタイト
宇治市 製造業 秀峰自動機株式会社
宇治市 製造業 ㈱近畿
宇治市 製造業 第2工場
宇治市 製造業 本社工場
宇治市 製造業 株式会社青木プラス第2工場
宇治市 製造業 株式会社青木プラス本社工場
宇治市 製造業 株式会社　SHOTEC
宇治市 製造業 アテック京都株式会社
宇治市 製造業 ICP
宇治市 製造業 2nd kitchen　六地蔵店
宇治市 製造業 岡本化成株式会社
宇治市 製造業 岡本化成㈱
宇治市 製造業 天野電器株式会社
宇治市 製造業 株式会社宇治川生コン
宇治市 製造業 株式会社宇治川ブロック工業
宇治市 製造業 有限会社ミタ工業
宇治市 運輸業 株式会社　宇治吉田運送　本社営業所
宇治市 運輸業 株式会社重田実業　コントラクト事業部
宇治市 運輸業 木村タクシー
宇治市 運輸業 株式会社　箱伊運輸　本社
宇治市 運輸業 株式会社　協伸
宇治市 卸売業 株式会社　Luar
宇治市 卸売業 買取専門店大吉　フレンドマート宇治店　(株式会社かもめ）
宇治市 卸売業 ニシムラ株式会社　宇治営業所
宇治市 卸売業 株式会社智光
宇治市 卸売業 株式会社利招園茶舗
宇治市 卸売業 スズキアリーナ伏見桃山
宇治市 卸売業 宇治川商事株式会社
宇治市 小売業 岩井製菓本社直売所
宇治市 小売業 株式会社治元キックス槙島店
宇治市 小売業 伊藤久右衛門 ＪＲ宇治駅前店・茶房
宇治市 小売業 伊藤久右衛門 宇治本店・茶房
宇治市 小売業 伊藤久右衛門 平等院店
宇治市 小売業 ガリバー宇治槙島店
宇治市 小売業 萬福寺　売店
宇治市 小売業 ダイソーベルファ宇治店
宇治市 小売業 御菓子司ふくとく
宇治市 小売業 ジョーシン　宇治店
宇治市 小売業 ブリオファクトリー
宇治市 小売業 有限会社キタムラ
宇治市 小売業 お茶のかんばやし　宇治店
宇治市 小売業 お茶のかんばやし平等院店
宇治市 小売業 中村菓舗
宇治市 小売業 GARCEアルプラザ宇治東店
宇治市 小売業 シンキ100BAN店
宇治市 小売業 シンキ本店
宇治市 小売業 総本家　大茶萬
宇治市 小売業 有限会社フタミ自動車
宇治市 小売業 株式会社マツヤスーパー　伊勢田店
宇治市 小売業 京菓子處鼓月宇治店



ステッカー交付一覧（2021/02/19）
所在地（市区町村） 業種区分 店舗・事業所名

宇治市 小売業 高村三光園 
宇治市 小売業 ㈲花和商店
宇治市 小売業 ㈱宇治駿河屋 
宇治市 小売業 泉園銘茶本舗 
宇治市 小売業 （株）三星園上林三入本店
宇治市 小売業 お菓子のワキモト
宇治市 小売業 美肌新生
宇治市 小売業 （株）丸利吉田銘茶園
宇治市 小売業 コープ宇治神明
宇治市 小売業 昇苑くみひも
宇治市 小売業 ＡＭＥＲＩＣＡＮＡ
宇治市 小売業 アルペンアウトドアーズ京都宇治店
宇治市 小売業 ホホエミカ
宇治市 小売業 宇治式部郷 
宇治市 小売業 ㈱マツヤスーパー　伊勢田店
宇治市 小売業 松阪翠松堂
宇治市 小売業 ㈱堀井七茗園
宇治市 小売業 コーナンPRO宇治大久保店
宇治市 小売業 ホームセンターコーナンＪＲ宇治駅北店
宇治市 小売業 与楽 神明店
宇治市 小売業 与楽 名木店
宇治市 小売業 銭幸
宇治市 小売業 しお富
宇治市 小売業 ハッピー六原　三室戸店
宇治市 小売業 御菓子司 富士笠
宇治市 小売業 ぱんくらぶ
宇治市 小売業 丸久小山園　本店
宇治市 小売業 BIKE＆CYCLEツボタ
宇治市 小売業 小泉米穀株式会社
宇治市 小売業 サイクルショップ栄光
宇治市 小売業 宇治のむら瀬
宇治市 小売業 株式会社ゼネラルエージェンシー
宇治市 小売業 オートック　京都宇治店
宇治市 小売業 ショック宇治店
宇治市 小売業 ファニチャーエキサイト
宇治市 小売業 髙見牧場　直売店
宇治市 小売業 ジャパン宇治小倉店
宇治市 小売業 スギ薬局ベルファ宇治店
宇治市 小売業 スギ薬局宇治小倉店
宇治市 小売業 スギ薬局宇治店
宇治市 小売業 スギ薬局宇治徳洲会病院前店
宇治市 小売業 enstol
宇治市 小売業 ＪＥＵＧＩＡ　宇治大久保店
宇治市 小売業 合同会社ブルーアイスバーグ
宇治市 小売業 ティーファースト
宇治市 小売業 プロショップ近藤
宇治市 小売業 株式会社かつらぎ　宇治営業所
宇治市 小売業 オノ時計店
宇治市 小売業 グリーンポケット京都宇治店
宇治市 小売業 カーネットワーク京都
宇治市 小売業 中路ベーカリー
宇治市 小売業 石末辻本石材店
宇治市 小売業 上林春松本店　直営小売店
宇治市 小売業 カワナミプランテーション
宇治市 不動産・賃貸業 さくらホーム
宇治市 不動産・賃貸業 エスワイズ住宅販売株式会社
宇治市 不動産・賃貸業 グリーンタウン槇島現地案内所
宇治市 不動産・賃貸業 平和住宅建設
宇治市 不動産・賃貸業 株式会社ひらきアーキテック 不動産部
宇治市 不動産・賃貸業 株式会社京阪住研



ステッカー交付一覧（2021/02/19）
所在地（市区町村） 業種区分 店舗・事業所名

宇治市 宿泊業 亀石楼（新生商事）
宇治市 宿泊業 （株）ビジネスホテル宇治
宇治市 宿泊業 ㈱宇治第一ホテル 
宇治市 宿泊業 ㈲きみ家
宇治市 宿泊業 Kyoto FUERTE 宇治六地蔵
宇治市 宿泊業 旅館塔見茶屋
宇治市 宿泊業 有限会社塔見茶屋
宇治市 宿泊業 Secret great spot
宇治市 飲食業 ウエスタンバー蛍石
宇治市 飲食業 京の飴工房　憩和井平等院店
宇治市 飲食業 串八　槙島店
宇治市 飲食業 串八　六地蔵店
宇治市 飲食業 とにまる　うじばし通店
宇治市 飲食業 レストラン太陽
宇治市 飲食業 和風屋えん
宇治市 飲食業 京料理・抹茶料理　辰巳屋
宇治市 飲食業 薩摩焼肉 黒桜
宇治市 飲食業 MYBOTTOLEラウンジ ブロッサム
宇治市 飲食業 宇治創こころ
宇治市 飲食業 欧風居酒屋ファンタジー
宇治市 飲食業 京都 六条庵
宇治市 飲食業 ゴールデンゲート
宇治市 飲食業 異食家styleよっしゃん
宇治市 飲食業 しゅばく
宇治市 飲食業 スナック圭
宇治市 飲食業 マクドナルド宇治木幡店
宇治市 飲食業 マクドナルド宇治東アルプラザ店
宇治市 飲食業 ミヤコパンダ
宇治市 飲食業 株式会社治元ほっとけや近鉄大久保駅前店
宇治市 飲食業 鉄板居酒屋こころ
宇治市 飲食業 Café Space MIKA
宇治市 飲食業 塩ホルモンしお
宇治市 飲食業 濱屋
宇治市 飲食業 パンドラ
宇治市 飲食業 レストランボヌール
宇治市 飲食業 BＨ camp
宇治市 飲食業 Bistro hana
宇治市 飲食業 コーヒーショップきはち
宇治市 飲食業 すき家　宇治東IC店
宇治市 飲食業 ハッピーココ
宇治市 飲食業 3びきのこぶた
宇治市 飲食業 京うどん三よしや
宇治市 飲食業 京都焼肉南大門槙島店
宇治市 飲食業 萬福寺　普茶料理
宇治市 飲食業 おの上
宇治市 飲食業 カラオケパブ ドリーム
宇治市 飲食業 宇治ホルモン おいで屋
宇治市 飲食業 魚民　宇治南口駅前店（ホルモン）
宇治市 飲食業 魚民　近鉄大久保駅前店
宇治市 飲食業 函館市場　京阪宇治店
宇治市 飲食業 餃子の王将 国道大久保店
宇治市 飲食業 餃子の王将 槇島店
宇治市 飲食業 宇治日の出園 一休堂
宇治市 飲食業 おぐらそば
宇治市 飲食業 お好み焼はここやねん宇治三室戸店
宇治市 飲食業 つばめ屋
宇治市 飲食業 ピザ・リトルパーティー大久保店
宇治市 飲食業 ピザ・リトルパーティー槇島店
宇治市 飲食業 ブリオファクトリーリストランテ
宇治市 飲食業 無添くら寿司　宇治大久保店



ステッカー交付一覧（2021/02/19）
所在地（市区町村） 業種区分 店舗・事業所名

宇治市 飲食業 無添くら寿司　宇治槇島店
宇治市 飲食業 お好み焼・鉄板焼 きん太 近鉄大久保店　　
宇治市 飲食業 清庵　宇治橋店 
宇治市 飲食業 お食事と喫茶　ロバ
宇治市 飲食業 ガスト　宇治槇島店
宇治市 飲食業 すりぃすたー
宇治市 飲食業 はせ川 
宇治市 飲食業 ビストロdeナカガワ
宇治市 飲食業 やよい
宇治市 飲食業 株式会社　通圓・通圓茶屋
宇治市 飲食業 ㈱宇治川 
宇治市 飲食業 ガスト　宇治東店
宇治市 飲食業 しゃぶ葉 宇治小倉店
宇治市 飲食業 若
宇治市 飲食業 本日のおすすめ　大久保店
宇治市 飲食業 おうばく
宇治市 飲食業 屋台居酒屋やたいや　大久保店
宇治市 飲食業 GOCHIO café
宇治市 飲食業 鮎宗
宇治市 飲食業 からふね屋珈琲 小倉店
宇治市 飲食業 風の館
宇治市 飲食業 チェリー
宇治市 飲食業 林 登茂子
宇治市 飲食業 宇治紅茶館
宇治市 飲食業 カフェさくら
宇治市 飲食業 京momona
宇治市 飲食業 桜ＣＡＦＥ サクラスタジオ
宇治市 飲食業 竹林　本店
宇治市 飲食業 京都大学生活協同組合　宇治食堂
宇治市 飲食業 Cafe m-alie
宇治市 飲食業 ハンバーグシチューのお店一
宇治市 飲食業 ビストロ ヴァンキャトル
宇治市 飲食業 まこと
宇治市 飲食業 魚留合同会社 
宇治市 飲食業 焼肉 京城苑
宇治市 飲食業 和だいにんぐ ざわ‥ざわ‥
宇治市 飲食業 牛角宇治槙島店
宇治市 飲食業 味里
宇治市 飲食業 㐂.らく
宇治市 飲食業 天丼・天ぷら本舗　さん天　宇治小倉店
宇治市 飲食業 カトリのKitchen
宇治市 飲食業 にぎり長次郎　小倉店
宇治市 飲食業 すし勝
宇治市 飲食業 山勝
宇治市 飲食業 おもにの力
宇治市 飲食業 祭気分
宇治市 飲食業 有限会社ナガトヤ
宇治市 飲食業 イタリアLa Vita
宇治市 飲食業 海雲亭小倉店
宇治市 飲食業 海雲亭堀池店
宇治市 飲食業 海雲亭槙島店
宇治市 飲食業 韓彩市場小倉店
宇治市 飲食業 居酒屋DiningDICE
宇治市 飲食業 ＣＡＦＥ＆ＤＩＮＩＮＧ ＵＰ
宇治市 飲食業 銀のさら・釜寅六地蔵店
宇治市 飲食業 お好み焼 知
宇治市 飲食業 主にお礼を言わせたい乱
宇治市 飲食業 お好み焼き、鉄板焼き、家族亭
宇治市 飲食業 高級食パン専門店　大人はズルいと思いませんか？
宇治市 飲食業 御料理処かわます
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所在地（市区町村） 業種区分 店舗・事業所名

宇治市 飲食業 すし和食 音羽茶屋 宇治店
宇治市 飲食業 ㈱魚関
宇治市 飲食業 いろり　紅家
宇治市 飲食業 鳥貴族宇治大久保店
宇治市 飲食業 和韓豚菜　紅家
宇治市 飲食業 和処　うるる
宇治市 飲食業 roji株式会社
宇治市 飲食業 魚吉
宇治市 飲食業 京楽膳　萬
宇治市 飲食業 シアビアント
宇治市 飲食業 炭焼き肉と京の野菜Nico
宇治市 飲食業 餃子屋ミヤコパンダ
宇治市 飲食業 ステーキのどん 宇治店
宇治市 飲食業 ツァ・クローネ
宇治市 飲食業 中村藤吉本店　宇治本店
宇治市 飲食業 中村藤吉本店　平等院店
宇治市 飲食業 日本料理おくらやま清水
宇治市 飲食業 カフェ＆レストラン ウインベール
宇治市 飲食業 炉端屋 饗 太助
宇治市 飲食業 はなの舞　大久保駐屯地店
宇治市 飲食業 手織りルームさをりん庵
宇治市 飲食業 和だいにんぐ ざわ・・ざわ・・
宇治市 飲食業 和風ダイニングちょうじ
宇治市 飲食業 coconi
宇治市 飲食業 TRE VERDI
宇治市 飲食業 イバール
宇治市 飲食業 牛たん･鶏･旬菜炭焼創作料理 まさ
宇治市 飲食業 グルメリア但馬宇治店
宇治市 飲食業 彦ずし
宇治市 飲食業 洋食の店シエル
宇治市 飲食業 山音
宇治市 飲食業 やまべ
宇治市 飲食業 中村製麺　はなれ
宇治市 飲食業 cafe de SAKURA
宇治市 飲食業 HOHO HOJICHA 焙茶専門店
宇治市 飲食業 カフェ京都紀翔
宇治市 飲食業 カレーハウスCoCo壱番屋  宇治伊勢田店
宇治市 飲食業 喫茶みすたー
宇治市 飲食業 めん屋一福　アル・プラザ宇治東店
宇治市 飲食業 リンガーハット　アル・プラザ宇治東店
宇治市 飲食業 抹茶共和国 宇治本店
宇治市 飲食業 つくし処食う菜
宇治市 飲食業 焼肉大川
宇治市 飲食業 中華料理　賛否両論
宇治市 飲食業 観月
宇治市 飲食業 炭火やきとり重蔵
宇治市 飲食業 ますだ茶舗
宇治市 飲食業 French Italian Restaurant すわん
宇治市 飲食業 赤門茶屋
宇治市 飲食業 旬彩ダイニング　藤
宇治市 飲食業 満る安
宇治市 飲食業 鳥貴族　六地蔵店
宇治市 飲食業 スタミナハウス神戸屋
宇治市 飲食業 レストラン マリヴォー
宇治市 飲食業 京屋ホルモン
宇治市 飲食業 レストランマダン黄檗店
宇治市 飲食業 八剣伝小倉店
宇治市 飲食業 カレーハウスCoco壱番屋　宇治小倉店
宇治市 飲食業 厨 風土
宇治市 飲食業 地鶏家心
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所在地（市区町村） 業種区分 店舗・事業所名

宇治市 飲食業 Sweets うさぎ
宇治市 飲食業 元気食堂宇治橋店
宇治市 飲食業 トスカーナの食卓
宇治市 飲食業 浪花鮓
宇治市 飲食業 あぶらや
宇治市 飲食業 カリブの宴
宇治市 飲食業 天下一品　宇治小倉店
宇治市 飲食業 天下一品　宇治六地蔵店
宇治市 飲食業 ステーキビッグボーイ宇治店
宇治市 飲食業 ロイヤルホスト宇治槇島店
宇治市 飲食業 白雲庵
宇治市 飲食業 カフェ和楽
宇治市 飲食業 ジョリーパスタ木幡店
宇治市 飲食業 レストラン&ガーデン　chou-cho
宇治市 飲食業 茶房藤花
宇治市 飲食業 家庭ダイニングうらら
宇治市 飲食業 コッコチキン京都１号店
宇治市 飲食業 手作りカレーの店 朱（レッド）
宇治市 飲食業 TSUNAGU
宇治市 飲食業 ロイヤルホスト宇治槙島店
宇治市 飲食業 文左亭　宇治北店
宇治市 飲食業 なか卯 大久保BP店
宇治市 飲食業 ビストロ・オージュ
宇治市 飲食業 餃子食堂マルケン　六地蔵店
宇治市 飲食業 すき家　槙島店
宇治市 飲食業 美酒旬彩 ぐっさん。
宇治市 飲食業 なか卯　宇治槇島店
宇治市 飲食業 なか卯　大久保バイパス店
宇治市 飲食業 ブロンコビリー宇治店
宇治市 飲食業 べんけい
宇治市 飲食業 カフェレストラン　きはだ
宇治市 飲食業 DON2KI
宇治市 飲食業 相撲茶屋やぐら
宇治市 飲食業 びっくりドンキー宇治槙島店
宇治市 飲食業 かつ丼元　宇治小倉店
宇治市 飲食業 中国料理　游鈴
宇治市 飲食業 お台所roji
宇治市 飲食業 居酒屋風屋台
宇治市 飲食業 焼肉しゃぶしゃぶ京極堂
宇治市 飲食業 宇治茶道場「匠の館」
宇治市 飲食業 ペルルドゥ
宇治市 飲食業 Food &GalleryBAKANAL
宇治市 飲食業 To Heart
宇治市 飲食業 ラウンジ　ジュアン
宇治市 飲食業 酒場オールドルーキー
宇治市 飲食業 居酒屋　丸萬
宇治市 飲食業 中国料理　餃子閣
宇治市 飲食業 焼き鳥すーさん
宇治市 飲食業 キラメキノトリ宇治槇島店
宇治市 飲食業 よろずや三史
宇治市 飲食業 弥須
宇治市 飲食業 立ち喰いうどん大久保店
宇治市 飲食業 RASAPIRI RESTAURANT&BAR
宇治市 飲食業 小川珈琲　宇治東店
宇治市 飲食業 PubHouse PLUS ONE 宇治店
宇治市 飲食業 ネクステージミュージックアカデミー宇治広野教室
宇治市 飲食業 ぶらん
宇治市 飲食業 SOTAROH'S BAR
宇治市 飲食業 RASAPIRI RESTAURANT＆BAR
宇治市 飲食業 美味処 司



ステッカー交付一覧（2021/02/19）
所在地（市区町村） 業種区分 店舗・事業所名

宇治市 飲食業 旬彩　まんま
宇治市 飲食業 来良
宇治市 飲食業 ちゃんぽんの店　どんたく
宇治市 飲食業 カフェレストラン　ミヨシ
宇治市 飲食業 株式会社宇治川生コン
宇治市 飲食業 株式会社宇治川ブロック工業
宇治市 飲食業 宇治川商事株式会社
宇治市 飲食業 イタリア料理くちーな おるそ
宇治市 飲食業 ええねん
宇治市 飲食業 ラウンジむーんらいと。。
宇治市 飲食業 志も川
宇治市 飲食業 時の宿hiryu
宇治市 飲食業 ヤキニク清香園
宇治市 飲食業 カラオケ喫茶すずらん
宇治市 飲食業 炭焼やきとり番吉
宇治市 飲食業 レストラン平和
宇治市 飲食業 太呂　宇治店
宇治市 飲食業 Whereabouts
宇治市 飲食業 居酒屋はぎの
宇治市 飲食業 満天酒場そら
宇治市 飲食業 おちゃめなちゃめ
宇治市 飲食業 鶏料理かわむら
宇治市 飲食業 La Cucina di I.K.U.
宇治市 飲食業 コサージュ
宇治市 飲食業 レモングラス
宇治市 飲食業 花
宇治市 飲食業 PISOLA宇治小倉店
宇治市 飲食業 ベビーフェイスプラネッツ宇治大久保店
宇治市 飲食業 丸亀製麺宇治
宇治市 飲食業 BistroDiningJAM
宇治市 飲食業 ケンタッキーフライドチキン宇治大久保店
宇治市 飲食業 ケンタッキーフライドチキン槙島店
宇治市 飲食業 ナカガワ
宇治市 飲食業 きくや食堂
宇治市 飲食業 居酒屋のぶちゃん
宇治市 飲食業 Bar T.devil
宇治市 飲食業 お好み焼なすび亭
宇治市 飲食業 TSUNAGU六地蔵
宇治市 飲食業 ままんち
宇治市 飲食業 hana
宇治市 飲食業 ALLURE
宇治市 飲食業 bar翔
宇治市 飲食業 居酒屋風　鉄板焼　でんでん
宇治市 飲食業 わに食堂
宇治市 飲食業 宝善庵
宇治市 飲食業 鶏豚骨　麺屋かがり
宇治市 飲食業 おやじ場K.s
宇治市 飲食業 中国料理 広東
宇治市 飲食業 ちゃんこ料理 琴乃冨士
宇治市 飲食業 びすとろＤ
宇治市 飲食業 居酒屋いじっぱり
宇治市 飲食業 ひとり呑み志おり
宇治市 飲食業 四季の料理うえ野
宇治市 飲食業 酒馳走こころ
宇治市 飲食業 bar Rose
宇治市 飲食業 居酒屋串道楽
宇治市 飲食業 村うどん
宇治市 飲食業 ３年Ｂ組
宇治市 飲食業 四季彩ひとくち
宇治市 飲食業 バー翔



ステッカー交付一覧（2021/02/19）
所在地（市区町村） 業種区分 店舗・事業所名

宇治市 飲食業 お好焼とんとん
宇治市 飲食業 さくら
宇治市 飲食業 さわい鮨
宇治市 飲食業 ヒサ
宇治市 飲食業 HAKUNA MATATA
宇治市 飲食業 澪-REN-
宇治市 飲食業 食堂Tanuki
宇治市 飲食業 居食屋たいじ
宇治市 飲食業 さかなや
宇治市 飲食業 焼肉ホルモン萬福亭
宇治市 飲食業 村祭り
宇治市 飲食業 ストーリーゼロ
宇治市 飲食業 寿司くら
宇治市 飲食業 chinese restaurant 理　　
宇治市 飲食業 第一旭槇島店
宇治市 飲食業 慶幸
宇治市 飲食業 はわい
宇治市 飲食業 萩
宇治市 飲食業 ラウンジRay
宇治市 飲食業 ら－めん つるぎ
宇治市 飲食業 アクアマリン
宇治市 飲食業 呑んべぇ
宇治市 飲食業 居酒屋花ちゃん
宇治市 飲食業 お茶の玉宗園フレンドマート宇治店
宇治市 飲食業 居酒屋　KAO'S
宇治市 飲食業 蕎麦処　第五清進丸
宇治市 飲食業 めん美人
宇治市 飲食業 京もつ鍋ホルモン朱々宇治大久保店
宇治市 飲食業 かつ扇
宇治市 飲食業 BAR SHAK SHAK
宇治市 飲食業 BAR call
宇治市 飲食業 ミートアゲイン
宇治市 飲食業 ダイニングカフェ、詩季2
宇治市 飲食業 ダイニングカフェ詩季
宇治市 飲食業 みっちゃん
宇治市 飲食業 和風スナック みさ代
宇治市 飲食業 シャッセ
宇治市 飲食業 シャッセツー
宇治市 飲食業 あったか亭
宇治市 飲食業 カラオケプラニー
宇治市 飲食業 美来人
宇治市 飲食業 スナック エルメス
宇治市 飲食業 なんてん
宇治市 飲食業 限界灘大久保店
宇治市 飲食業 御料理　まつもと
宇治市 飲食業 サイゼリヤ 宇治里尻店
宇治市 飲食業 赤のれん
宇治市 飲食業 創作七輪焼き大政
宇治市 飲食業 絵本
宇治市 飲食業 Chop Chop Banh Mi
宇治市 飲食業 居酒屋　能登
宇治市 飲食業 鉄板焼鳳凰亭
宇治市 飲食業 たっちゃん
宇治市 飲食業 すなっくいれぶん
宇治市 飲食業 酒家藤のれん
宇治市 飲食業 peace k
宇治市 飲食業 はばけん食堂
宇治市 飲食業 はばけん
宇治市 飲食業 スナックひかるこ
宇治市 飲食業 京料理阿部



ステッカー交付一覧（2021/02/19）
所在地（市区町村） 業種区分 店舗・事業所名

宇治市 飲食業 但馬ラーメン
宇治市 飲食業 サンローラン
宇治市 飲食業 豚骨野郎宇治店
宇治市 飲食業 ショットバーフール
宇治市 飲食業 SHOT BAR GEAR
宇治市 飲食業 居酒屋 キムトン
宇治市 飲食業 Bar 凛
宇治市 飲食業 カラオケ居酒屋 空
宇治市 飲食業 和カフェあんあん
宇治市 飲食業 鉄板焼き・お好み焼き　ここまる
宇治市 飲食業 Bar  Ace
宇治市 飲食業 ダンスホール宇治
宇治市 飲食業 カラオケスタジオJ小倉店
宇治市 飲食業 旬和楽酒やす春
宇治市 飲食業 おさかな工房四宮
宇治市 飲食業 乃奈加
宇治市 飲食業 おもてなし華のれん
宇治市 飲食業 お好み焼・鉄板焼 家族亭
宇治市 飲食業 喫茶　ひまわり
宇治市 飲食業 Fスタイル
宇治市 飲食業 つくし
宇治市 飲食業 宗教法人宝善庵
宇治市 飲食業 喫茶YABE
宇治市 飲食業 ダ・ヴィンチ
宇治市 飲食業 そば処よし田
宇治市 飲食業 F style
宇治市 飲食業 家呑スタイルおうち
宇治市 飲食業 ふく福
宇治市 飲食業 鳳凰亭
宇治市 飲食業 七輪亭
宇治市 飲食業 繁の
宇治市 飲食業 権寿し
宇治市 飲食業 FOODS　BAR　義
宇治市 飲食業 豚骨野郎　小倉店
宇治市 飲食業 豚骨野郎　六地蔵店
宇治市 飲食業 現界灘
宇治市 飲食業 きっちんめいど さんしょ
宇治市 飲食業 京宇治食堂
宇治市 飲食業 メンバーズ　シルク
宇治市 飲食業 元祖スタミナラーメン
宇治市 飲食業 焼肉じゅん
宇治市 飲食業 Fairy
宇治市 飲食業 鉄板焼き オリーブ
宇治市 飲食業 スナックちいさいひかり
宇治市 飲食業 酒処ゆき花
宇治市 飲食業 情熱らーめん  まるちゅう
宇治市 飲食業 大力餅食堂
宇治市 飲食業 丸福
宇治市 飲食業 ジュアン
宇治市 飲食業 お好み焼とんちんかん
宇治市 飲食業 京料理岡もと
宇治市 飲食業 ミチル
宇治市 飲食業 お肉ダイニングきく
宇治市 飲食業 KOALAPARK 
宇治市 飲食業 Re: (アール・イー)
宇治市 飲食業 広又寿し
宇治市 飲食業 Re:
宇治市 飲食業 きくや
宇治市 サービス業 ムーンライト
宇治市 サービス業 ＭＥＭＢＥＲＳ Ｙ10.20



ステッカー交付一覧（2021/02/19）
所在地（市区町村） 業種区分 店舗・事業所名

宇治市 サービス業 ダンススタジオ カワモト
宇治市 サービス業 ヘアモードタンドレス
宇治市 サービス業 Hair.Mak-ing  美楽来　みらくる
宇治市 サービス業 とわ動物病院
宇治市 サービス業 有限会社ティカル
宇治市 サービス業 Ｔｏ Ｄｅｎｔａｌ ＬＡＢＯ
宇治市 サービス業 リユニオンはるちゃん
宇治市 サービス業 理容プラ―ジュ宇治小倉店
宇治市 サービス業 京進スクール・ワン 京阪宇治教室
宇治市 サービス業 京進スクール・ワン 向島教室
宇治市 サービス業 京進スクール・ワン 小倉教室
宇治市 サービス業 京進スクール・ワン 大久保教室
宇治市 サービス業 京進スクール・ワン 六地蔵教室
宇治市 サービス業 京進小中部 宇治校
宇治市 サービス業 京進小中部 小倉校
宇治市 サービス業 京進小中部　木幡校
宇治市 サービス業 DOTTEKuSU
宇治市 サービス業 ＳＬＯＷ　ＪＡＭ
宇治市 サービス業 宇治典礼会館
宇治市 サービス業 atelier feeca
宇治市 サービス業 POLA 楓ショップ
宇治市 サービス業 POLATHEBEAUTY宇治店
宇治市 サービス業 Rocco
宇治市 サービス業 株式会社ＰＬＵＳ ＯＮＥ
宇治市 サービス業 ネクステージミュージックアカデミー宇治広野教室
宇治市 サービス業 ピーナ大久保店
宇治市 サービス業 宏美
宇治市 サービス業 有限会社バウコーポレーション
宇治市 サービス業 hair salon MIYOSHI
宇治市 サービス業 株式会社　斉藤写真館
宇治市 サービス業 LeCoeur.Este（ルクール・エステ）
宇治市 サービス業 ゴールフリー　宇治教室
宇治市 サービス業 ゴールフリー　大久保教室
宇治市 サービス業 ゴールフリー　小倉教室
宇治市 サービス業 ゴールフリー　木幡教室
宇治市 サービス業 ゴールフリー　六地蔵教室
宇治市 サービス業 東進　JR宇治駅前校
宇治市 サービス業 東進　近鉄小倉駅前校
宇治市 サービス業 東進　六地蔵校
宇治市 サービス業 成基学園　宇治教室
宇治市 サービス業 ウォームス
宇治市 サービス業 日本国術館石井治療院
宇治市 サービス業 ライトモバイル黄檗店
宇治市 サービス業 オフィスキボウ
宇治市 サービス業 ヘアーメイクポリッシュ大久保店
宇治市 サービス業 ヘアーメイクポリッシュ小倉店
宇治市 サービス業 美容室　smilist
宇治市 サービス業 木下ホールディングス株式会社　KB７六地蔵店
宇治市 サービス業 hair space mieux mieux
宇治市 サービス業 hair space mieux mieux ism
宇治市 サービス業 くりんぱー
宇治市 サービス業 夢夢いまい
宇治市 サービス業 わかはやし美容室本店
宇治市 サービス業 美容室イレブンカット　スーパーマツモト宇治西店
宇治市 サービス業 Ｋ＆Ｔボクシングジム宇治
宇治市 サービス業 Tailor Made
宇治市 サービス業 ㈱カーニバル　カーニバルクリーニングコープ宇治神明店
宇治市 サービス業 エムズ大久保店
宇治市 サービス業 Babe hair make salon
宇治市 サービス業 スマイリスト



ステッカー交付一覧（2021/02/19）
所在地（市区町村） 業種区分 店舗・事業所名

宇治市 サービス業 ペーハーセブンメンズ
宇治市 サービス業 ペーハーセブンヤマダ
宇治市 サービス業 寿屋クリーニング店宇治支店
宇治市 サービス業 笠井リラックスルーム
宇治市 サービス業 パナリニックエイジフリーショップ京都南店
宇治市 サービス業 ヘアサロンＲＩＣＯＬＯ
宇治市 サービス業 白清舎
宇治市 サービス業 バジェットレンタカー京都宇治店
宇治市 サービス業 Ririhana
宇治市 サービス業 Renge ～Health＆Beauty～
宇治市 サービス業 朝日屋クリーニング店
宇治市 サービス業 朝日屋クリーニング桃山南口店
宇治市 サービス業 宇治天然温泉　源氏の湯
宇治市 サービス業 京屋クリーニング
宇治市 サービス業 アイテム株式会社
宇治市 サービス業 Hairstudio Yuuma
宇治市 サービス業 ぴぃたぁへっど
宇治市 サービス業 ECCジュニア黄檗平野教室
宇治市 サービス業 ECCベストワン宇治校
宇治市 サービス業 西部綜合警備㈱宇治営業所
宇治市 サービス業 アシスト㈱
宇治市 サービス業 アシスト株式会社
宇治市 サービス業 BMB宇治橋通り整骨院
宇治市 サービス業 エニタイムフィットネス宇治小倉店
宇治市 サービス業 イワホカ理容院
宇治市 サービス業 きもの さらさや
宇治市 サービス業 revivre
宇治市 サービス業 FUJII BARBER SALON
宇治市 サービス業 パーソナルトレーニングスタジオＧＯＥＮ
宇治市 サービス業 DIF
宇治市 サービス業 有限会社　フタミ自動車
宇治市 サービス業 宇治三室戸鍼灸整骨院
宇治市 サービス業 Maikoya
宇治市 サービス業 カラオケさっちゃん
宇治市 サービス業 POLA NAVIショップ
宇治市 サービス業 黒瀬税理士事務所
宇治市 サービス業 カラオケ”さっちゃん”
宇治市 サービス業 株式会社　アクリナ
宇治市 サービス業 デイサービス花咲里
宇治市 サービス業 株式会社caren
宇治市 サービス業 おやすみサロンくらげ
宇治市 サービス業 ビューティ・スポットベル
宇治市 サービス業 株式会社クリーンオネスト
宇治市 サービス業 せせらぎ整体
宇治市 サービス業 神明湯
宇治市 娯楽業 ニューキョート大久保店
宇治市 娯楽業 KB7
宇治市 娯楽業 STUDIO GLORIOUS
宇治市 娯楽業 えるも
宇治市 娯楽業 カラオケラウンジ富美
宇治市 その他 大久保自動車教習所
宇治市 その他 POLA W-ing
宇治市 その他 POLA Win-heart
宇治市 その他 POLA W-お菊はうす
宇治市 その他 塩野歯科医院
宇治市 その他 ㈲宇治川観光通船 
宇治市 その他 萬福寺　霊園
宇治市 その他 整体治療院　和～のどか～
宇治市 その他 HONEY BUNCH
宇治市 その他 MUSIC SPOT PASTIME
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宇治市 その他 カラオケスナックはっぴー
宇治市 その他 西村証券　大久保支店
宇治市 その他 平等院　南門
宇治市 その他 平等院　表門
宇治市 その他 パソコン寺子屋
宇治市 その他 ピザ・リトルパーティー大久保店
宇治市 その他 ピザ・リトルパーティー槇島店
宇治市 その他 快活CLUB宇治大久保店
宇治市 その他 快活CLUB宇治槇島店
宇治市 その他 青山ゼミナール
宇治市 その他 興聖寺
宇治市 その他 悠々たいむ
宇治市 その他 京都信用金庫　宇治支店
宇治市 その他 京都信用金庫　西宇治支店
宇治市 その他 BMBボクシングジム
宇治市 その他 京都信用保証協会　山城支所
宇治市 その他 山口マッサージ鍼灸治療院
宇治市 その他 おく整骨院
宇治市 その他 整体しげ
宇治市 その他 HIROカイロプラクティック
宇治市 その他 あけぼのドライ
宇治市 その他 アートネイチャー宇治サロン
宇治市 その他 アートネイチャー宇治店
宇治市 その他 手織りルームさをりん
宇治市 その他 Soul Create Music 　宇治小倉駅前教室
宇治市 その他 有限会社キョーカン
宇治市 その他 理容久瀬
宇治市 その他 石本はりきゅう整骨院
宇治市 その他 尖山フルートレッスンスタジオ
宇治市 その他 源氏物語ミュージアム　花散里
宇治市 その他 ラズベリー
宇治市 その他 みのり音楽教室
宇治市 その他 特定非営利活動法人　環境保護・人材支援協会
宇治市 その他 NPO法人　環境保護・人材支援協会
宇治市 その他 税理士法人プラスカフェ
宇治市 その他 みどり機能訓練デイサービスセンター
宇治市 その他 省エネ館
宇治市 その他 あすみるデイサービス小倉（要支援）
宇治市 その他 あすみるデイサービス小倉（要介護）
宇治市 その他 あすみる小規模多機能型居宅介護事業所
宇治市 その他 ナースエステN
宇治市 その他 高畑歯科
宇治市 その他 ＭＢＩカルチャースクール
宇治市 その他 京　整骨院
宇治市 その他 おばたけ歯科医院
宇治市 その他 中西接骨・鍼灸院
宇治市 その他 ヘルパーステーションすずめ
宇治市 その他 古川整形外科医院
宇治市 その他 SASそろばん教室
宇治市 その他 イルチブレインヨガ宇治スタジオ
宇治市 その他 ハタノ接骨院
宇治市 その他 井上接骨院
宇治市 その他 よなは整骨・鍼灸院
宇治市 その他 中原接骨院
宇治市 その他 ゆう愛堂漢方薬局
宇治市 その他 和禅　訪問看護ステーション
宇治市 その他 平等院表参道商店会
宮津市 建設業 ㈲宮津東洋シャッター
宮津市 建設業 和田建築
宮津市 建設業 ㈱夢ファクトリー京都
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宮津市 建設業 ㈱オカモト工務店
宮津市 建設業 ㈱大村工務店
宮津市 建設業 毛呂建築事務所
宮津市 建設業 株式会社宮津町家再生ネットワーク
宮津市 製造業 飯尾醸造
宮津市 製造業 竹中罐詰㈱
宮津市 製造業 天橋立ワイナリー
宮津市 製造業 京都丹後米製造所
宮津市 製造業 ハクレイ酒造㈱天の蔵
宮津市 製造業 坂根商店
宮津市 製造業 ㈲文善
宮津市 製造業 長十水産
宮津市 製造業 ㈱橋立印刷所
宮津市 運輸業 WILLER　TRAINS㈱天橋立駅
宮津市 運輸業 WILLER　TRAINS㈱工務部
宮津市 運輸業 WILLER　TRAINS㈱本社
宮津市 運輸業 WILLER　TRAINS㈱宮津駅
宮津市 運輸業 日本交通株式会社宮津営業所
宮津市 運輸業 丹後海陸交通㈱天橋立桟橋
宮津市 運輸業 丹後海陸交通㈱成相営業所傘松駅
宮津市 運輸業 丹後海陸交通㈱旅客船営業所一の宮駅
宮津市 運輸業 丹後海陸交通㈱宮津案内所宮津桟橋
宮津市 運輸業 丹後海陸交通㈱成相営業所傘松バス駅
宮津市 運輸業 丹後海陸交通㈱成相営業所府中駅
宮津市 運輸業 丹後海陸交通㈱旅客船営業所天橋立駅案内所
宮津市 運輸業 丹後海陸交通㈱旅客船営業所天橋立桟橋
宮津市 卸売業 ㈲宮津農園
宮津市 卸売業 ㈲アイビーシー
宮津市 卸売業 宇野青果㈱
宮津市 卸売業 貝瀬鮮魚店
宮津市 卸売業 宮津水産仲買人協同組合
宮津市 卸売業 ㈱磯野開化堂
宮津市 卸売業 海味鮮　やま鮮
宮津市 卸売業 株式会社山一水産
宮津市 卸売業 坂根商店
宮津市 卸売業 浜文商店
宮津市 卸売業 松風
宮津市 卸売業 マルテン水産
宮津市 卸売業 山一水産
宮津市 小売業 宮津まごころ市
宮津市 小売業 ㈱丹後乳販宮津与謝野店
宮津市 小売業 岡本商店
宮津市 小売業 えとせとら松屋
宮津市 小売業 海鮮かわさき（１F小売）
宮津市 小売業 松屋
宮津市 小売業 よし乃や
宮津市 小売業 ㈱三洋商事天橋立営業所
宮津市 小売業 ㈱三洋商事本社
宮津市 小売業 ㈱三洋商事宮津営業所
宮津市 小売業 橋立やまいち
宮津市 小売業 ㈲上野観光物産　旬彩するめや
宮津市 小売業 ㈲ワイルドバッグ
宮津市 小売業 アース　クロック　ラボラトリ
宮津市 小売業 ぶどう畑のマルシェ
宮津市 小売業 TOYながさわ
宮津市 小売業 シブヤデンキ
宮津市 小売業 ヤノ㈱
宮津市 小売業 ㈱小室自工
宮津市 小売業 株式会社　ツクヨミラシン（アース　クロック　ラボラトリ）
宮津市 小売業 地酒工房　酒源
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宮津市 小売業 インテリア山口
宮津市 小売業 ワールドコム
宮津市 小売業 ㈱じょうけ　フードショップじょうけ
宮津市 小売業 Kazariya
宮津市 小売業 ドラッグストアー太陽堂宮津店
宮津市 小売業 ホシ薬店
宮津市 小売業 ミラクルOHMORI
宮津市 小売業 池田洋品店
宮津市 小売業 清香堂漢方薬局
宮津市 小売業 クレパパス
宮津市 小売業 チヨヤ寝装
宮津市 小売業 ㈱時計のよこかわ
宮津市 小売業 ㈱冨田
宮津市 小売業 コーナンホームストック宮津店
宮津市 小売業 モトハウステラオ
宮津市 小売業 株式会社　美津馬　宮津店
宮津市 小売業 ㈱チロル　ミップル店
宮津市 小売業 海楽味
宮津市 小売業 松和物産
宮津市 小売業 ちえくらべ
宮津市 小売業 日引商事㈱宮津SS
宮津市 小売業 日引商事㈱本社営業部
宮津市 小売業 さとう宮津店
宮津市 小売業 丹後海陸交通㈱Ama Terace売店
宮津市 小売業 ちりめん問屋
宮津市 小売業 (有)フィッシングナカジマ
宮津市 小売業 株式会社フクヤ　宮村店
宮津市 小売業 ㈱浪江書店
宮津市 小売業 松林　由良給油所
宮津市 小売業 松林　栗田給油所
宮津市 小売業 株式会社　松林
宮津市 宿泊業 清輝楼
宮津市 宿泊業 Hotel＆Resort　KYOTO　MIYAZU
宮津市 宿泊業 Hotel＆Resort　KYOTO　MIYAZUショッピングプラザ
宮津市 宿泊業 Hotel＆Resort　KYOTO　MIYAZUスターライト
宮津市 宿泊業 Hotel＆Resort　KYOTO　MIYAZUセレストポート
宮津市 宿泊業 Hotel＆Resort　KYOTO　MIYAZU松橋
宮津市 宿泊業 天橋立ホテル
宮津市 宿泊業 オーベルジュ天橋立
宮津市 宿泊業 amano-hashidate 幽斎
宮津市 宿泊業 天橋立荘別館　よさの荘
宮津市 宿泊業 お多福旅館
宮津市 宿泊業 株式会社　丹友商事　ホテル丹後
宮津市 宿泊業 茶六本館
宮津市 宿泊業 松風
宮津市 宿泊業 有限会社　一の家
宮津市 宿泊業 有限会社　神風楼
宮津市 宿泊業 有限会社　松風荘
宮津市 宿泊業 旅館　つるのや
宮津市 宿泊業 ㈱ホテル北野屋
宮津市 宿泊業 ㈱松月
宮津市 宿泊業 松露亭
宮津市 宿泊業 仁風荘
宮津市 宿泊業 対橋楼
宮津市 宿泊業 鳥喜
宮津市 宿泊業 文珠荘
宮津市 宿泊業 TANGO ALOHA TERRACE B&B
宮津市 宿泊業 天橋立荘
宮津市 宿泊業 すずや
宮津市 宿泊業 ホテル丹後
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宮津市 宿泊業 民宿　長浜荘
宮津市 宿泊業 よさの荘
宮津市 宿泊業 旅館　髙島屋
宮津市 宿泊業 有限会社　里のやど　川尻
宮津市 宿泊業 株式会社　玄妙庵
宮津市 宿泊業 株式会社　茶六別館
宮津市 宿泊業 黒崎荘
宮津市 宿泊業 浜乃家
宮津市 宿泊業 ㈱千歳旅館
宮津市 宿泊業 民宿　片岡
宮津市 宿泊業 料理民宿　わすれなぐさ
宮津市 宿泊業 里のやど　川尻
宮津市 宿泊業 井筒屋
宮津市 宿泊業 余花の宿　花笑舞
宮津市 宿泊業 四季膳　花の
宮津市 宿泊業 丹後海と星の見える丘公園　セミナーハウス
宮津市 宿泊業 パイナリーオート
宮津市 宿泊業 松丹舶
宮津市 宿泊業 天橋立ユースホテル
宮津市 宿泊業 世屋高原家族旅行村しおぎり荘
宮津市 宿泊業 宮津ゲストハウス・ハチハウス
宮津市 宿泊業 コテージ自給自足　上世屋
宮津市 宿泊業 コテージ自給自足　世谷高原
宮津市 宿泊業 コテージ自給自足　木子
宮津市 宿泊業 坂元家
宮津市 宿泊業 ワインとお宿千歳
宮津市 宿泊業 ログハウス木子ふぁーむ
宮津市 宿泊業 橋立民宿　丸丹
宮津市 宿泊業 福寿亭
宮津市 宿泊業 ゲストハウス　宮津海えん
宮津市 宿泊業 海月楼
宮津市 飲食業 浮橋
宮津市 飲食業 こんぴらうどん
宮津市 飲食業 村田堂
宮津市 飲食業 ハマカゼカフェ
宮津市 飲食業 中国料理　豚珍館
宮津市 飲食業 手打ち本うどん　どんどんや
宮津市 飲食業 やきとり大吉宮津店
宮津市 飲食業 ㈱竹林
宮津市 飲食業 海鮮かわさき（２F飲食）
宮津市 飲食業 つるや食堂
宮津市 飲食業 天下無双たこ焼き　鳳
宮津市 飲食業 料亭ふみや
宮津市 飲食業 aceto
宮津市 飲食業 魚善
宮津市 飲食業 割烹たんご
宮津市 飲食業 すし長蔵
宮津市 飲食業 レストラン漁連
宮津市 飲食業 Café・玄妙庵
宮津市 飲食業 勘七茶屋
宮津市 飲食業 傘松の里
宮津市 飲食業 ぶどう畑のレストラン
宮津市 飲食業 WILLER　TRAINS㈱114㎞ｃａｆｅ
宮津市 飲食業 居酒屋　あっちゃり
宮津市 飲食業 欧風料理　精養軒
宮津市 飲食業 カフェ＆ベーカリー　タイニー
宮津市 飲食業 丹後でダンゴ
宮津市 飲食業 古民家キッチン&ギャラリー「拓taku.」
宮津市 飲食業 有限会社　平の家
宮津市 飲食業 コーヒーハウス　ホアンカン宮津
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宮津市 飲食業 丹盛㈲小銭寿司
宮津市 飲食業 レストラン　アンソンベニール
宮津市 飲食業 橋立大丸　本店
宮津市 飲食業 橋立大丸シーサイドセンター
宮津市 飲食業 美優食「心」
宮津市 飲食業 kanemasu7vn
宮津市 飲食業 カネマスの七輪焼き
宮津市 飲食業 吉野茶屋　ひいらぎ工房　ひいらぎ庵
宮津市 飲食業 丹後海と星の見える丘公園　こどもの森カフェ
宮津市 飲食業 丹後海と星の見える丘公園　食堂
宮津市 飲食業 橋立大丸
宮津市 飲食業 お食事処　浪漫
宮津市 飲食業 小田寿司
宮津市 飲食業 京都府立海洋高等学校
宮津市 飲食業 はしだて茶屋
宮津市 飲食業 すぎのや
宮津市 飲食業 山音
宮津市 飲食業 雪舟庵
宮津市 飲食業 絵梨奈
宮津市 飲食業 司
宮津市 飲食業 なみじ
宮津市 飲食業 酒房　たむら
宮津市 飲食業 セントジョンズベア
宮津市 飲食業 橋立観光ビル
宮津市 飲食業 うどん処　大門
宮津市 飲食業 天橋立ビューランド
宮津市 飲食業 YAKITORI千鳥
宮津市 飲食業 松和物産
宮津市 飲食業 すえひろ
宮津市 飲食業 310
宮津市 飲食業 ジュジュカフェ＆ブレッド
宮津市 飲食業 酒菜　禅
宮津市 飲食業 さとう宮津店　かつふじ
宮津市 飲食業 さとう宮津店　山海屋
宮津市 飲食業 HAMAKAZE Cafe
宮津市 飲食業 丹後海陸交通㈱Ama Teraceアマカフェ
宮津市 飲食業 丹後海陸交通㈱Ama Teraceアマダイニング
宮津市 飲食業 海味鮮 やま鮮
宮津市 飲食業 チェーロ
宮津市 飲食業 黒岬
宮津市 飲食業 天香～そらのかおり
宮津市 飲食業 日本料理　二反田
宮津市 飲食業 吉野茶屋ひいらぎ工房ひいらぎ工房
宮津市 飲食業 レストラン文珠
宮津市 飲食業 カフェ・デュ・パン
宮津市 飲食業 ちとせ茶屋・龍宮そば
宮津市 飲食業 龍燈の松
宮津市 飲食業 越路
宮津市 飲食業 レストラン　ピアジョリー
宮津市 飲食業 茶房　かむながら
宮津市 飲食業 tricot
宮津市 飲食業 食事処　梅渓
宮津市 飲食業 海鮮料理 美加茂
宮津市 飲食業 天橋立くじからラーメン
宮津市 飲食業 麺家チャクリキ
宮津市 飲食業 かどや食堂
宮津市 飲食業 マクドナルド176宮津店
宮津市 飲食業 Bar Inack
宮津市 飲食業 嬉々
宮津市 飲食業 海えん
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宮津市 飲食業 和～なごみ～
宮津市 飲食業 ちさと
宮津市 飲食業 波都
宮津市 飲食業 ｔ.ファーム
宮津市 飲食業 鮨　蕪村
宮津市 飲食業 ｇ
宮津市 飲食業 G＆M
宮津市 飲食業 御食事処　糸仲
宮津市 飲食業 京都府宮津市新浜1950-1
宮津市 飲食業 本藤水産
宮津市 飲食業 fashionista
宮津市 飲食業 fashionista　2Ｆ
宮津市 飲食業 鯛工房
宮津市 飲食業 櫻倶楽部
宮津市 飲食業 ロビン
宮津市 飲食業 スナック　から代
宮津市 飲食業 P-Boat
宮津市 飲食業 Cooking Terrace　“FUN”
宮津市 飲食業 シエナヒルズ　アクティビティセンター
宮津市 飲食業 ダイニング　香音
宮津市 飲食業 ヴィラ楚々
宮津市 飲食業 ヴィラ久遠
宮津市 飲食業 かしの木
宮津市 飲食業 丹後酒工房　香
宮津市 飲食業 焼肉丸善宮津店
宮津市 飲食業 スナック　絹
宮津市 飲食業 料理や　水野
宮津市 飲食業 スナック　すずらん
宮津市 飲食業 スナックいいとも
宮津市 飲食業 nagaya cafe 桜山
宮津市 飲食業 ドンドン
宮津市 飲食業 カラオケスナック　歌衛門
宮津市 飲食業 里凡
宮津市 飲食業 レトロカフェ　長久堂
宮津市 飲食業 茶茶丸
宮津市 飲食業 民民宮津店
宮津市 飲食業 割烹　ぽん太
宮津市 飲食業 fujiwara for elanvital
宮津市 飲食業 アンソンベニール
宮津市 飲食業 和風スナック　多恵
宮津市 飲食業 海鮮居酒屋　海神
宮津市 サービス業 天橋立アクティビティセンター
宮津市 サービス業 メモリアルハウス　リアン
宮津市 サービス業 ㈱松井物産橋立海産センター瑞松苑
宮津市 サービス業 ㈱松井物産本店
宮津市 サービス業 ヘアーサロン　JOY
宮津市 サービス業 理容ワタナベ
宮津市 サービス業 バーバー壽
宮津市 サービス業 ヘアーサロン　ニシカワ
宮津市 サービス業 ミナト美容室
宮津市 サービス業 Refreshsalon　Kinaco
宮津市 サービス業 加藤理容院
宮津市 サービス業 有限会社ベスト保険サービス
宮津市 サービス業 海楽荘
宮津市 サービス業 カトレア理容院
宮津市 サービス業 東進衛星予備校宮津校
宮津市 サービス業 田村亭
宮津市 サービス業 さろんDE秋桜
宮津市 サービス業 弁護士法人たんご法律事務所宮津事務所
宮津市 サービス業 加藤理髪店
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宮津市 娯楽業 宮津カントリークラブ
宮津市 その他 観光交流センター
宮津市 その他 宮津商工会議所
宮津市 その他 （公財）宮津市民実践活動センター
宮津市 その他 （公財）宮津市民実践活動センター宮津会館
宮津市 その他 （公財）宮津市民実践活動センターみやづ歴史の館
宮津市 その他 ㈱丹有商事
宮津市 その他 関西電力送配電㈱宮津事業所
宮津市 その他 宮津天橋立観光旅館協同組合
宮津市 その他 旧三上家住宅
宮津市 その他 ㈲千代屋
宮津市 その他 宮津葬祭センターセレモニーホール
宮津市 その他 有限会社宮津葬祭センター
宮津市 その他 小田商会
宮津市 その他 宮津商業協同組合
宮津市 その他 宮津煉製品協同組合
宮津市 その他 ㈱チロル　介護用品の店ひまわり
宮津市 その他 智恵の湯
宮津市 その他 学研　日置教室
宮津市 その他 学研　府中教室
宮津市 その他 有限会社ベスト保険サービス
宮津市 その他 よこまち鍼灸整骨院
宮津市 その他 ディサービス　リハとも
宮津市 その他 大島荘
宮津市 その他 space 熾（イコル）
宮津市 その他 サフラン工房
亀岡市 建設業 ㈱トヨヒロ建設
亀岡市 建設業 丸正建設㈱
亀岡市 建設業 ㈱堤製作所
亀岡市 建設業 高山電工株式会社
亀岡市 建設業 ㈱SEIEI
亀岡市 建設業 ㈱星山建設
亀岡市 建設業 有限会社ＡＳＣ　浅田建設株式会社
亀岡市 建設業 ＳＹＵ建装
亀岡市 建設業 ㈱金丸工業　（上矢田町）
亀岡市 建設業 ㈱金丸工業　（篠町）
亀岡市 建設業 西田左官店
亀岡市 建設業 藤村工務店
亀岡市 建設業 ふすま工房　末次
亀岡市 建設業 大西建設株式会社
亀岡市 建設業 ㈲小林ホーム
亀岡市 建設業 有限会社沢井建設
亀岡市 建設業 株式会社SAWAI
亀岡市 建設業 株式会社宮川電設工業
亀岡市 製造業 ㈱藤大
亀岡市 製造業 こと京野菜㈱
亀岡市 製造業 竹岡醤油㈱
亀岡市 製造業 有限会社難波醤油醸造
亀岡市 製造業 あずきの里㈱
亀岡市 製造業 株式会社鶴屋吉信　FACTORY店
亀岡市 製造業 ひろ季や
亀岡市 製造業 タケモ醤油
亀岡市 製造業 竹岡醤油㈱　直売コーナー
亀岡市 製造業 株式会社パックス・サワダ　亀岡工場
亀岡市 製造業 渡辺製菓㈱　霰館工場
亀岡市 製造業 ㈱中嶋電機
亀岡市 製造業 有限会社ステージ京都
亀岡市 製造業 河本デンチャー歯研㈱
亀岡市 製造業 マルホ発條工業㈱　新光悦工場
亀岡市 製造業 マルホ発條工業㈱　亀岡工場



ステッカー交付一覧（2021/02/19）
所在地（市区町村） 業種区分 店舗・事業所名

亀岡市 製造業 ㈱アオトエンジ
亀岡市 製造業 有限会社木崎製作所
亀岡市 製造業 内藤印刷　株式会社
亀岡市 製造業 マルミフーズ株式会社
亀岡市 製造業 高橋精工所
亀岡市 製造業 マルホ発條工業㈱　京都営業所
亀岡市 製造業 テイカ精密㈱　本社工場
亀岡市 製造業 テイカ精密㈱　本梅工場
亀岡市 製造業 株式会社天声社　本社工場
亀岡市 製造業 江見則勝刀剣鍛錬道場
亀岡市 製造業 増田染型㈱
亀岡市 運輸業 京都タクシー株式会社　亀岡本社営業所
亀岡市 運輸業 保津川下り
亀岡市 運輸業 丸正産業株式会社　丸正観光バス
亀岡市 運輸業 有限会社JTO物流　京都北営業所
亀岡市 運輸業 京阪京都交通㈱
亀岡市 運輸業 有限会社アドプランニング　亀岡倉庫
亀岡市 卸売業 ㈱京都金桝
亀岡市 卸売業 まるしん商店
亀岡市 卸売業 株式会社タナカ善　亀岡営業所
亀岡市 卸売業 イン・ザ・ルーム亀岡店
亀岡市 卸売業 丹和建材株式会社
亀岡市 卸売業 リカーショップ　寿屋
亀岡市 卸売業 大文金物　株式会社
亀岡市 卸売業 エコゲートプラント
亀岡市 卸売業 有機企業　GEKA
亀岡市 卸売業 ㈱　仲啓　亀岡営業所
亀岡市 卸売業 ㈱京都協同管理　食品課
亀岡市 卸売業 Moon  Rabbit
亀岡市 卸売業 ニシムラ株式会社　南丹営業所
亀岡市 卸売業 十倉康吉商店
亀岡市 小売業 ㈱南端社　宮脇書店亀岡店
亀岡市 小売業 ㈲　マツヤマ（亀岡薬局　ｲｵﾝ店）
亀岡市 小売業 ㈲　マツヤマ（亀岡薬局　追分店）
亀岡市 小売業 ㈲　マツヤマ（亀岡薬局　ｸﾆｯﾃﾙ店）
亀岡市 小売業 ㈲　マツヤマ（宝石･時計･松山ｾﾝﾄﾚﾐｰﾙ）
亀岡市 小売業 ㈲　マツヤマ（宝石･時計･松山本店）
亀岡市 小売業 auショップ並河
亀岡市 小売業 大垣書店　亀岡店
亀岡市 小売業 ドゥリムトンヴィレッジB＆B
亀岡市 小売業 ㈱ウィズ　ハートアップ　亀岡
亀岡市 小売業 ㈱ウィズ　メガネの松山　亀岡本店
亀岡市 小売業 関酒店
亀岡市 小売業 本家かまどや　亀岡クニッテル店
亀岡市 小売業 京つけものもり　亀岡漬処
亀岡市 小売業 丹山酒造㈲
亀岡市 小売業 ㈲法貴鈑金工業　ブルーム
亀岡市 小売業 中央スポーツ
亀岡市 小売業 ㈲シェ・サンタ
亀岡市 小売業 ダイソーアルプラザ亀岡店
亀岡市 小売業 ダイソー亀岡大井店
亀岡市 小売業 ダイソー西友亀岡店
亀岡市 小売業 ㈱エデイオン　亀岡店
亀岡市 小売業 ジョーシン　亀岡店
亀岡市 小売業 浅田電気商会
亀岡市 小売業 メガネの松山　亀岡本店
亀岡市 小売業 谷石材店
亀岡市 小売業 斎田石材店
亀岡市 小売業 音羽屋
亀岡市 小売業 かっぱや
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亀岡市 小売業 くすり光琳
亀岡市 小売業 塩武
亀岡市 小売業 同上(府立京都ｽﾀｼﾞｱﾑ内)光秀大河物産館
亀岡市 小売業 とり清　中川
亀岡市 小売業 村田モータース
亀岡市 小売業 有限会社　中川商店
亀岡市 小売業 ㈱グロウティ（豆屋黒兵衛）
亀岡市 小売業 丹波大納言本舗　朝日堂
亀岡市 小売業 コケット　グリム
亀岡市 小売業 天然酵母パン　グリム
亀岡市 小売業 大石酒造　丹波路酒の館
亀岡市 小売業 保津川あられ本舗　霰館工場直売所
亀岡市 小売業 保津川あられ本舗　ｱﾙﾌﾟﾗｻﾞ亀岡店
亀岡市 小売業 保津川あられ本舗　西友亀岡店
亀岡市 小売業 呉服・きものドクター有限会社かたやま
亀岡市 小売業 イオン亀岡店
亀岡市 小売業 伊三郎製ぱん　亀岡店
亀岡市 小売業 丸中ミシン㈱
亀岡市 小売業 山本園茶舗
亀岡市 小売業 宮脇書店　亀岡店
亀岡市 小売業 ㈲増田屋
亀岡市 小売業 イオンリテール株式会社イオン亀岡店
亀岡市 小売業 ホームセンターコーナン亀岡大井店
亀岡市 小売業 ホームセンターコーナン亀岡篠店
亀岡市 小売業 スギ薬局　馬堀店
亀岡市 小売業 ドーモ
亀岡市 小売業 ジャパン　亀岡店
亀岡市 小売業 有限会社　ルミナー
亀岡市 小売業 亀岡ショッピングセンター　アミティ
亀岡市 小売業 ダックテールwithCOMPASSアルプラザ亀岡店
亀岡市 小売業 ケーズデンキ　亀岡店
亀岡市 小売業 GOLFGALLERY　ジェイ・フラッグ
亀岡市 小売業 南丹米穀
亀岡市 小売業 ヤギモータース
亀岡市 小売業 アトリオ　ガレリア店
亀岡市 小売業 アトリオ　篠店
亀岡市 小売業 フレッシュバザール亀岡大井店
亀岡市 小売業 Moon  Rabbit
亀岡市 小売業 株式会社エコウッド　京都支店
亀岡市 小売業 八百清
亀岡市 小売業 西友亀岡店
亀岡市 小売業 TSUTAYA亀岡店
亀岡市 小売業 天声社　天声社売店
亀岡市 小売業 ㈱おくむら
亀岡市 小売業 かさや木村商店
亀岡市 小売業 EneJet亀岡
亀岡市 小売業 畑茂夫商店
亀岡市 小売業 畑商店
亀岡市 小売業 河島酒店
亀岡市 小売業 八木畜産
亀岡市 小売業 株式会社三煌アグリブレーンシステム
亀岡市 不動産・賃貸業 ㈱亀岡ハウジング
亀岡市 不動産・賃貸業 ㈱亀岡不動産
亀岡市 不動産・賃貸業 株式会社　中川住研
亀岡市 不動産・賃貸業 ㈱トモハウス
亀岡市 宿泊業 ㈲渓山閣
亀岡市 宿泊業 ビジネスホテル　ポニー
亀岡市 宿泊業 おもてなしの宿　渓山閣
亀岡市 宿泊業 ㈱ユ･メ･ミファクトリー
亀岡市 宿泊業 松園荘　保津川亭
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亀岡市 宿泊業 京YUNOHANA RESOR翠泉
亀岡市 宿泊業 里山の休日 京都・烟河
亀岡市 宿泊業 ほん梅の里
亀岡市 宿泊業 農家民宿　こいや
亀岡市 宿泊業 ゲストハウス亀千
亀岡市 宿泊業 ゲストハウス舞舟
亀岡市 宿泊業 サンロイヤルホテル亀岡駅前
亀岡市 飲食業 ㈲ゲームアンドチャイルド（カフェプラス）
亀岡市 飲食業 小間蔵 亀岡店
亀岡市 飲食業 マクドナルド９号線亀岡店（有限会社空海コーポレーション）
亀岡市 飲食業 マクドナルド９号線千代川店店（有限会社空海コーポレーション）
亀岡市 飲食業 マクドナルドイオン亀岡店（有限会社空海コーポレーション）
亀岡市 飲食業 ポントオークティールームレストラン
亀岡市 飲食業 Bakery Ordinary day
亀岡市 飲食業 CLUB　BUSS　（中村　明子）
亀岡市 飲食業 La retta
亀岡市 飲食業 ガーデン　モリス
亀岡市 飲食業 牛肉Restaurant　牛楽
亀岡市 飲食業 鮨彦
亀岡市 飲食業 世界のさぬき亭製麺所
亀岡市 飲食業 たかばし亀岡店
亀岡市 飲食業 匠大
亀岡市 飲食業 中華料理　広東
亀岡市 飲食業 中国料理　彩桂
亀岡市 飲食業 パティスリー　ペルル
亀岡市 飲食業 レストランバー　アムール
亀岡市 飲食業 ㈱藤大　京FUJIHARUカレー
亀岡市 飲食業 ㈲松正
亀岡市 飲食業 ㈲松正(個室)
亀岡市 飲食業 Coffeestnd Blackie
亀岡市 飲食業 ROSETTA
亀岡市 飲食業 犬甘野風土館　季楽
亀岡市 飲食業 すき家　9号亀岡篠町店
亀岡市 飲食業 すき家9号亀岡千代川店
亀岡市 飲食業 八百捨
亀岡市 飲食業 レストランしん愛
亀岡市 飲食業 和食さと　亀岡店
亀岡市 飲食業 和食さと　亀岡東店
亀岡市 飲食業 ㈱令和フードサービス　希望軒亀岡店
亀岡市 飲食業 NPO法人　チョロギ村
亀岡市 飲食業 居酒屋　融通
亀岡市 飲食業 金五朗
亀岡市 飲食業 ネコのおんがえし
亀岡市 飲食業 ネコのしっぽ（移動販売）
亀岡市 飲食業 福泉㈱　つるり（ｻﾝｶﾞｽﾀｼﾞｱﾑﾌｰﾄﾞｺｰﾄ）
亀岡市 飲食業 誠寿し
亀岡市 飲食業 誠寿し　テイクアウト店
亀岡市 飲食業 京都ダイコクバーガー
亀岡市 飲食業 お料理　池佳
亀岡市 飲食業 スナック　Kiss me
亀岡市 飲食業 へき亭
亀岡市 飲食業 株式会社　魚留
亀岡市 飲食業 魚民　亀岡南口駅前店
亀岡市 飲食業 御料理　玉川楼
亀岡市 飲食業 ㈲満寿家
亀岡市 飲食業 餃子の王将 亀岡店
亀岡市 飲食業 餃子の王将 篠店
亀岡市 飲食業 味処　呑
亀岡市 飲食業 魚萬
亀岡市 飲食業 お好み焼はここやねん亀岡店
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亀岡市 飲食業 喫茶　英国屋
亀岡市 飲食業 ココスアルプラザ亀岡前店
亀岡市 飲食業 ナイトスポット　ゆうむ
亀岡市 飲食業 ピザ・リトルパーティー亀岡店
亀岡市 飲食業 よろづや
亀岡市 飲食業 ㈱宮本屋
亀岡市 飲食業 無添くら寿司　亀岡店
亀岡市 飲食業 るり渓山郷の駅
亀岡市 飲食業 酒肆 鬚髭
亀岡市 飲食業 井づ定
亀岡市 飲食業 本町カフェ
亀岡市 飲食業 株式会社　仙人掌
亀岡市 飲食業 お食事処　としぶん
亀岡市 飲食業 ガスト　亀岡店
亀岡市 飲食業 株式会社　遊飛人
亀岡市 飲食業 酒処　つつじ
亀岡市 飲食業 メンバーズ　スナック　RING
亀岡市 飲食業 タムタム酵房
亀岡市 飲食業 平壌亭　亀岡店
亀岡市 飲食業 とく涛
亀岡市 飲食業 中林加工所
亀岡市 飲食業 （中華）丸玉飯店
亀岡市 飲食業 Kitchen GOOD
亀岡市 飲食業 蕎食きむら
亀岡市 飲食業 Little India
亀岡市 飲食業 お好み焼き･鉄板焼　ふぅふぅ
亀岡市 飲食業 ハワイアンカフェ　ホヌ
亀岡市 飲食業 ホルモン亀山
亀岡市 飲食業 モーツァルト
亀岡市 飲食業 よーい丼
亀岡市 飲食業 かね新商店
亀岡市 飲食業 りょうり　酒落
亀岡市 飲食業 割烹　日高
亀岡市 飲食業 ルーエ
亀岡市 飲食業 シェスタ　（イオン3Ｆ）
亀岡市 飲食業 にぎり長次郎　亀岡店
亀岡市 飲食業 焼肉特急　亀岡駅
亀岡市 飲食業 アルカーサル
亀岡市 飲食業 やきとり大吉並河店
亀岡市 飲食業 魚　留　河原町店
亀岡市 飲食業 KAMEOKA FOOD Kitchen
亀岡市 飲食業 シンパティカ　リモーネ
亀岡市 飲食業 beerCafe 蘭蛮
亀岡市 飲食業 山治
亀岡市 飲食業 はなな
亀岡市 飲食業 ルイジアナ・ママ亀岡店
亀岡市 飲食業 食楽麺　大黒や　亀岡店
亀岡市 飲食業 ビストロ　エテ
亀岡市 飲食業 薪窯ピザ庵　えん
亀岡市 飲食業 喫茶＆軽食クニッテル
亀岡市 飲食業 ステーキ宮 亀岡店
亀岡市 飲食業 ㈱Iｓland KA
亀岡市 飲食業 ㈱Iｓland KA　　かや蛸
亀岡市 飲食業 社会福祉法人　松花苑　ぱすてるスイーツ
亀岡市 飲食業 社会福祉法人　松花苑　ﾍﾞｰｶﾘｰ＆ｶﾌｪ　ぱすてる
亀岡市 飲食業 ぱすてるスイーツ
亀岡市 飲食業 ベーカリー&カフェ　ぱすてる
亀岡市 飲食業 旬鮮海鮮寿司　まつり
亀岡市 飲食業 来来亭　亀岡店
亀岡市 飲食業 ひろ瀬
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亀岡市 飲食業 カレーハウスCoCo壱番屋亀岡篠町店
亀岡市 飲食業 ケンタッキーフライドチキン　アル・プラザ亀岡店
亀岡市 飲食業 Calma（カルマ）
亀岡市 飲食業 鉄板焼き　千
亀岡市 飲食業 旬彩佳肴kocorono
亀岡市 飲食業 COFFEE HOUSE 微利軒
亀岡市 飲食業 さか井食堂
亀岡市 飲食業 すし処　三すい
亀岡市 飲食業 スシロー亀岡店
亀岡市 飲食業 ミスタードーナツ亀岡駅前ショップ
亀岡市 飲食業 和食ダイニングakari
亀岡市 飲食業 ジョリーパスタ亀岡店　
亀岡市 飲食業 中国家庭料理　菜根香
亀岡市 飲食業 株式会社　微利軒（COFFEE HOUSE)
亀岡市 飲食業 季節料理しょうぶ
亀岡市 飲食業 和
亀岡市 飲食業 むっしゅぺーる
亀岡市 飲食業 スペイン料理　サルテン
亀岡市 飲食業 京風料理　新　橋
亀岡市 飲食業 Cafe&Bar Cafe Cocho
亀岡市 飲食業 松屋　亀岡店
亀岡市 飲食業 本家かまどや千代川駅前店
亀岡市 飲食業 ジョイフル　京都亀岡店
亀岡市 飲食業 ラーメンまこと屋 亀岡千代川店
亀岡市 飲食業 蛸丸
亀岡市 飲食業 無双心亀岡店
亀岡市 飲食業 GOLDKING
亀岡市 飲食業 株式会社ジョイフル関西　京都亀岡店
亀岡市 飲食業 京都府亀岡市安町中畠139番地ルモンド安町1Fりょうり硯
亀岡市 飲食業 AMERICAN50＄
亀岡市 飲食業 よし峯
亀岡市 飲食業 カラオケスタジオつどい
亀岡市 飲食業 裕真佳
亀岡市 飲食業 囲炉裏　かわしま
亀岡市 飲食業 ショット＆ダイニング　ハート
亀岡市 飲食業 ライブ　ハート
亀岡市 飲食業 ラウンジ　さんすい
亀岡市 飲食業 鮨処　さくら
亀岡市 飲食業 チョモランマ食堂
亀岡市 飲食業 きかん坊
亀岡市 飲食業 焼肉みっちゃん
亀岡市 飲食業 ドン
亀岡市 飲食業 たまり場
亀岡市 飲食業 丸亀製麺亀岡
亀岡市 飲食業 創作居酒屋ぱっち
亀岡市 飲食業 あすなろ
亀岡市 飲食業 ごはん屋つるかめ
亀岡市 飲食業 まるちゃん
亀岡市 飲食業 我流　幹
亀岡市 飲食業 居酒屋　がやがや
亀岡市 飲食業 味幸
亀岡市 飲食業 Ｂａｒ　心葉
亀岡市 飲食業 つるや
亀岡市 飲食業 ８７食堂
亀岡市 飲食業 たこ神　のりこ
亀岡市 飲食業 喫茶カラオケ　ナポリ
亀岡市 飲食業 東香園
亀岡市 飲食業 とまり木
亀岡市 飲食業 ときわぎ
亀岡市 飲食業 喫茶　富士
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亀岡市 飲食業 居酒屋　とら吉
亀岡市 飲食業 たこ部屋
亀岡市 飲食業 酒菜　はな
亀岡市 飲食業 炭火肉料理　あつまれブー
亀岡市 飲食業 SMILE　JOKER
亀岡市 飲食業 cafe nouka
亀岡市 飲食業 鳥よし
亀岡市 飲食業 りょうり　硯
亀岡市 飲食業 まちもと
亀岡市 飲食業 京阪京都交通株式会社
亀岡市 飲食業 朴の家
亀岡市 飲食業 Orrenge
亀岡市 飲食業 Orange
亀岡市 飲食業 アウゴーゴー
亀岡市 飲食業 ワールドプラスジム亀岡駅前店
亀岡市 飲食業 運鈍根
亀岡市 飲食業 大阪屋
亀岡市 飲食業 令和食堂正福
亀岡市 飲食業 まるいし商店
亀岡市 飲食業 新橋
亀岡市 飲食業 いさみ
亀岡市 飲食業 ＤＡＮらん
亀岡市 飲食業 やたい屋
亀岡市 飲食業 アリュール
亀岡市 飲食業 Kisai　季彩
亀岡市 飲食業 (有)木曽精肉店
亀岡市 飲食業 牛楽
亀岡市 飲食業 姉妹
亀岡市 飲食業 ＴＲＹＳＴ
亀岡市 飲食業 ＴＲＹＳＴ並河店
亀岡市 飲食業 季節料理　京華
亀岡市 飲食業 韓国食酒房　おせよ
亀岡市 飲食業 結や～MUSUBIYA～
亀岡市 飲食業 abbey(bar)
亀岡市 飲食業 お食事処さくRa
亀岡市 飲食業 ミート
亀岡市 飲食業 味吉
亀岡市 飲食業 うな一 （ウナイチ）
亀岡市 飲食業 カラオケ年輪館
亀岡市 飲食業 ホワイトハウス
亀岡市 飲食業 スペイン料理　Ali-Oli
亀岡市 飲食業 Blackie COFFEE & BAR in MUSIC
亀岡市 飲食業 グルメピアザ亀岡店
亀岡市 飲食業 京都亀岡食堂
亀岡市 飲食業 レストランアガピー
亀岡市 飲食業 スナック　らん
亀岡市 飲食業 呑みカラ処　ひしや
亀岡市 飲食業 アルプラザ　café new york
亀岡市 飲食業 寿司お食事処　はっとり
亀岡市 飲食業 BARRA　DE　CAFÉ　OCHO
亀岡市 飲食業 鉄焼ジョニー
亀岡市 飲食業 焼とり　とりせん
亀岡市 飲食業 串カツ　共栄
亀岡市 飲食業 そして　がんこ　だから
亀岡市 サービス業 京ふう美
亀岡市 サービス業 松園荘　保津川亭
亀岡市 サービス業 ㈱ビックスマイル
亀岡市 サービス業 Lounge クリスタル
亀岡市 サービス業 有限会社楠新聞舗　南丹旅行
亀岡市 サービス業 ㈱渋谷測量設計
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亀岡市 サービス業 大本本部亀岡宣教センター
亀岡市 サービス業 ㈲法貴鈑金工業
亀岡市 サービス業 京進高等部　亀岡校
亀岡市 サービス業 ぱぶ　りんか
亀岡市 サービス業 京進スクール・ワン 亀岡教室
亀岡市 サービス業 京進小中部 亀岡校
亀岡市 サービス業 BRISE hair
亀岡市 サービス業 Spin hair bis店
亀岡市 サービス業 Spin hair 亀岡店
亀岡市 サービス業 エイコ美容室
亀岡市 サービス業 カーブス京都亀岡大井
亀岡市 サービス業 カーブス京都亀岡篠
亀岡市 サービス業 カーブスフレスコ亀岡安町
亀岡市 サービス業 なでしこ美容室㈱　JA店
亀岡市 サービス業 なでしこ美容室㈱　アベリエプラス
亀岡市 サービス業 なでしこ美容室㈱　大井店
亀岡市 サービス業 なでしこ美容室㈱　河原町店
亀岡市 サービス業 ホンダカーズ西京都　亀岡中央店
亀岡市 サービス業 ホンダカーズ西京都　亀岡店
亀岡市 サービス業 理容　プラージュ　亀岡店
亀岡市 サービス業 しゅはら鍼灸整骨院
亀岡市 サービス業 パラパーク京都
亀岡市 サービス業 ゴールフリー　亀岡教室
亀岡市 サービス業 コスモ　成基学園
亀岡市 サービス業 西垣　奈々
亀岡市 サービス業 ボディショップ・セキ
亀岡市 サービス業 株式会社　京馬車
亀岡市 サービス業 設計事務所アトリエボンド
亀岡市 サービス業 株式会社　メディカルアート
亀岡市 サービス業 村上自動車　ステーション
亀岡市 サービス業 株式会社SILVANO STABLES
亀岡市 サービス業 ブルートレイン亀岡店
亀岡市 サービス業 学びの森
亀岡市 サービス業 SAIWAI Breins
亀岡市 サービス業 コインランドリーつつじ店
亀岡市 サービス業 コインランドリー河原町店
亀岡市 サービス業 Alia
亀岡市 サービス業 がんこ京都亀岡楽々荘
亀岡市 サービス業 サロン･ド･パスティーユ
亀岡市 サービス業 ㈱ＴＲＩＭ　ＲＥＴＵＲＮ
亀岡市 サービス業 ㈱カーニバル　カーニバルクリーニング亀岡店
亀岡市 サービス業 Hair Salon Joie
亀岡市 サービス業 理容　ながた
亀岡市 サービス業 Spin hair
亀岡市 サービス業 FUJI　整骨院
亀岡市 サービス業 カール美容室
亀岡市 サービス業 サロンRi-Ta
亀岡市 サービス業 リバーアドベンチャークラブ
亀岡市 サービス業 ロイヤルグリーンゴルフクラブ
亀岡市 サービス業 レンタルサロンくどさん
亀岡市 サービス業 トムソーヤ　アドベンチャーズ
亀岡市 サービス業 ヘアースポットZeal
亀岡市 サービス業 竹乃湯
亀岡市 サービス業 竹本クリーニング（東店）
亀岡市 サービス業 竹本クリーニング（南店）
亀岡市 サービス業 ドライショップ鷲見
亀岡市 サービス業 オフィス竹内博士
亀岡市 サービス業 なないろあーと
亀岡市 サービス業 private saion pecit
亀岡市 サービス業 ヘアーデザイン　ハンズ
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亀岡市 サービス業 犬の美容室　Bonnie
亀岡市 サービス業 松接骨院
亀岡市 サービス業 なごみ鍼灸整骨院 -京都亀岡-
亀岡市 サービス業 なごみ鍼灸接骨院
亀岡市 サービス業 有限会社　関西整備車検センター
亀岡市 サービス業 かっとくらぶ　ツスエ
亀岡市 サービス業 MAGG　HOUSE
亀岡市 サービス業 嶋村歯科医院
亀岡市 サービス業 無双心亀岡店
亀岡市 サービス業 ファミリーサロン　ドーモト
亀岡市 サービス業 それで宴歌
亀岡市 サービス業 イズムバイクラブヘアーズ
亀岡市 娯楽業 ㈱ワールド　
亀岡市 娯楽業 ㈱ワールド　Ⅱ
亀岡市 娯楽業 ㈱ワールド　Ⅲ
亀岡市 娯楽業 ㈱ワールド　古世
亀岡市 娯楽業 ㈲ゲームアンドチャイルド（プラネット）
亀岡市 娯楽業 れいせんゴルフ倶楽部
亀岡市 娯楽業 アスナス
亀岡市 娯楽業 エスペリオ京都スポーツガーデン
亀岡市 その他 京都湯の花自動車学校
亀岡市 その他 日本舞踊　川勝流
亀岡市 その他 にしもり助産所母乳育児相談室
亀岡市 その他 法華寺
亀岡市 その他 神谷道子バレエ研究所　亀岡教室
亀岡市 その他 りらくる亀岡店
亀岡市 その他 西村証券　亀岡支店
亀岡市 その他 K・リソース
亀岡市 その他 ピザ・リトルパーティー亀岡店
亀岡市 その他 NPO法人　亀岡・花と緑の会
亀岡市 その他 愛宕神社
亀岡市 その他 養源寺
亀岡市 その他 大井神社
亀岡市 その他 神藏寺
亀岡市 その他 亀岡商業協同組合
亀岡市 その他 苗秀寺　庫裡
亀岡市 その他 苗秀寺　本堂
亀岡市 その他 出雲大社　京都分院
亀岡市 その他 宗教法人　村山神社
亀岡市 その他 鍬山神社
亀岡市 その他 浄土宗 西岸寺
亀岡市 その他 ㈲湯浅楽器(大井ｾﾝﾀｰ)
亀岡市 その他 ㈲湯浅楽器(ﾐｭｰｼﾞｯｸﾊﾟﾌｪ)
亀岡市 その他 保険デザイン イオン亀岡店
亀岡市 その他 天野歯科
亀岡市 その他 学びの森
亀岡市 その他 京都信用金庫　亀岡支店
亀岡市 その他 京都信用金庫　東亀岡支店
亀岡市 その他 京都信用保証協会　南丹支所
亀岡市 その他 WASH　FACTORY　横町店
亀岡市 その他 WASH　FACTORY　広田店
亀岡市 その他 WASH　FACTORY　馬堀店
亀岡市 その他 大塚鍼灸接骨院
亀岡市 その他 宗教法人真福寺
亀岡市 その他 NPO亀岡人権交流ｾﾝﾀｰ（HOPE　CAFE）
亀岡市 その他 みやび
亀岡市 その他 京都空撮企画
亀岡市 その他 ＥＣＣジュニア　千代川教室
亀岡市 その他 浦田歯科医院
亀岡市 その他 特定非営利活動法人　障害・高齢者就労支援センター



ステッカー交付一覧（2021/02/19）
所在地（市区町村） 業種区分 店舗・事業所名

亀岡市 その他 PR-PLANNING Petit　本社
亀岡市 その他 BarbersKitchen　Imperata
亀岡市 その他 安井歯科医院
亀岡市 その他 亀法窯　陶芸教室
亀岡市 その他 池田歯科医院
亀岡市 その他 はた整骨院
亀岡市 その他 畑整骨療院
亀岡市 その他 馬路　服部鍼灸院・整骨院
亀岡市 その他 リハビリディサービス いろは
亀岡市 その他 なかはま鍼灸整骨院
亀岡市 その他 みやこ整骨院
亀岡市 その他 花水木整骨院
亀岡市 その他 なかむら接骨院
亀岡市 その他 長尾接骨院
亀岡市 その他 Willpower Learning Institute
亀岡市 その他 いわもり歯科医院
亀岡市 その他 とよだ整骨院
亀岡市 その他 和風Lounge Barくの一
城陽市 建設業 ㈱松原造園
城陽市 建設業 ㈱Ｅテックス
城陽市 建設業 株式会社　長澤工務店
城陽市 建設業 関西畳工業㈱　城陽本社
城陽市 建設業 NPJ建装
城陽市 建設業 栄建設工業株式会社

城陽市 建設業 栄建設工業㈱
城陽市 建設業 青谷工場
城陽市 製造業 城陽酒造㈱
城陽市 製造業 富士高分子㈱
城陽市 製造業 ホリモク株式会社
城陽市 製造業 ㈲杉山鈑金工業所
城陽市 製造業 青谷梅工房
城陽市 製造業 ㈱昭和商会　城陽工場
城陽市 製造業 ㈱ウエダ・テクニカルエントリー
城陽市 製造業 サンパルコ株式会社　城陽工場
城陽市 製造業 関西畳工業㈱　城陽本社
城陽市 製造業 株式会社宇治川ブロック工業 城陽営業所
城陽市 卸売業 ㈱田畑乳業
城陽市 卸売業 ㈱田畑乳業配送センター
城陽市 卸売業 宇治川商事株式会社 城陽営業所
城陽市 卸売業 城陽工場
城陽市 小売業 T.G.C.アルプラザ城陽店
城陽市 小売業 アルプラザ城陽店
城陽市 小売業 御菓子司松屋本店
城陽市 小売業 旅籠屋'利兵衛　㈲松屋
城陽市 小売業 茶舗城洋園
城陽市 小売業 プレリ（マーシ）
城陽市 小売業 もりた園（㈱もりた園）
城陽市 小売業 エステール　城陽店
城陽市 小売業 三隆屋
城陽市 小売業 ダイソーアルプラザ城陽店
城陽市 小売業 ジョーシン　城陽インター店
城陽市 小売業 Bou Jeloud 城陽店
城陽市 小売業 M2 城陽店
城陽市 小売業 SHINKI 城陽店
城陽市 小売業 高橋商事株式会社　セルフ城陽給油所
城陽市 小売業 高橋商事㈱　青谷給油所
城陽市 小売業 シンキ城陽店
城陽市 小売業 ブールジュード城陽店
城陽市 小売業 株式会社マツヤスーパー　久津川店
城陽市 小売業 ＡＢＣ－ＭＡＲＴアルプラザ城陽店



ステッカー交付一覧（2021/02/19）
所在地（市区町村） 業種区分 店舗・事業所名

城陽市 小売業 JEUGIA カルチャーセンターアルプラザ城陽店
城陽市 小売業 JINS
城陽市 小売業 Ｌｅａｆ
城陽市 小売業 M’S SANSHIN
城陽市 小売業 Y!mobile アル・プラザ城陽
城陽市 小売業 アジアン雑貨ルチュ
城陽市 小売業 アンプレシオン・ガトー・シュクル
城陽市 小売業 ヴィレッジヴァンガード
城陽市 小売業 エディオンアルプラザ城陽店
城陽市 小売業 クスリの誠仁堂
城陽市 小売業 コスメリア　ユキ
城陽市 小売業 ニジヤ城陽店
城陽市 小売業 ぱん工房きむらや
城陽市 小売業 プルンニャ
城陽市 小売業 ベルーナ
城陽市 小売業 リヴニジヤアルプラザ城陽店
城陽市 小売業 魚菊鮮魚店
城陽市 小売業 仙竹
城陽市 小売業 鳥勝
城陽市 小売業 髙木鮮魚店
城陽市 小売業 スポーツミツハシ　アルプラザ城陽
城陽市 小売業 コープ城陽
城陽市 小売業 ㈱マツヤスーパー　久津川店
城陽市 小売業 青谷梅工房
城陽市 小売業 マルマン商店
城陽市 小売業 ホンダカーズ洛中　U－Select城陽平川店　
城陽市 小売業 御生菓子司 ふたば
城陽市 小売業 any FAM 
城陽市 小売業 BACKSTOCK AZUL BY MOUSSY
城陽市 小売業 ＢＯＯＮ
城陽市 小売業 Bou Jeloud
城陽市 小売業 BRAND BUY
城陽市 小売業 Green Parks topic
城陽市 小売業 ＨＯＮＥＹＳ
城陽市 小売業 LUZIR
城陽市 小売業 M2 by Sensounico
城陽市 小売業 NEWS
城陽市 小売業 Prairie
城陽市 小売業 T.G.C.
城陽市 小売業 カルディコーヒーファーム
城陽市 小売業 タイムステーションNEO
城陽市 小売業 ハースブラウン
城陽市 小売業 ブティックシンキ
城陽市 小売業 プラチノロッサ
城陽市 小売業 フルーツショップ千馬
城陽市 小売業 ふれぐらんす誠心堂
城陽市 小売業 メガネのオオカワ
城陽市 小売業 口福堂
城陽市 小売業 手芸の丸十
城陽市 小売業 平和書店　ＴＳＵＴＡＹＡ　アル・プラザ城陽店
城陽市 小売業 エルドラードアルプラザ城陽店
城陽市 小売業 与楽 本店
城陽市 小売業 おしゃれの店ピュアレーヌ
城陽市 小売業 Cafetty pour toi 城陽店
城陽市 小売業 ㈱城陽やひろ
城陽市 小売業 （株）まるなか　イズミヤ大久保店
城陽市 小売業 ロゴスショップ　ロゴスランド店　
城陽市 小売業 髙見牧場　城陽店
城陽市 小売業 フレッシュバザール城陽寺田店
城陽市 小売業 YOU SHOPむらかみ



ステッカー交付一覧（2021/02/19）
所在地（市区町村） 業種区分 店舗・事業所名

城陽市 小売業 ジャパン城陽店
城陽市 小売業 PIE＆SANDWICH OHSHIMA
城陽市 小売業 中川酒店
城陽市 小売業 auショップ　城陽
城陽市 小売業 城陽旬菜市直売所
城陽市 小売業 JA京都やましろ農産物直売所城陽店　五里五里市

城陽市 小売業 京都養鶏直売所たまご村１号店、２号店
城陽市 小売業 ｼﾞｸﾔ電化　城陽店
城陽市 小売業 ｼﾞｸﾔ電化　里の西店
城陽市 小売業 松屋　アルプラザ城陽店
城陽市 小売業 旅籠屋　利兵衛
城陽市 小売業 Riz brun Bakery&CAFE
城陽市 小売業 有限会社ニシオ電化工業
城陽市 不動産・賃貸業 ㈱平山宅建
城陽市 不動産・賃貸業 株式会社　長澤ホーム
城陽市 宿泊業 公益財団法人青少年野外活動総合センター
城陽市 宿泊業 アイリスイン城陽
城陽市 宿泊業 プラムイン城陽
城陽市 宿泊業 日の出旅館
城陽市 宿泊業 ロゴスランド　アイリスイン城陽
城陽市 宿泊業 ロゴスランド　プラムイン城陽
城陽市 飲食業 医療法人啓信会京都きづ川病院内食堂・三惠フードサービス㈱
城陽市 飲食業 京料理だいや・だいや㈱
城陽市 飲食業 山月
城陽市 飲食業 天鳳
城陽市 飲食業 株式会社治元麺場田所商店城陽店
城陽市 飲食業 盛しげ
城陽市 飲食業 Ta-Ta524
城陽市 飲食業 イマハムカシ　㈲京都八百忠
城陽市 飲食業 京料理十両（㈱十両）
城陽市 飲食業 萬々亭
城陽市 飲食業 八百忠別館　㈲京都八百忠
城陽市 飲食業 すき家　城陽久世店
城陽市 飲食業 創作基地きままにおいでよ
城陽市 飲食業 レストランシェル
城陽市 飲食業 ドミノ・ピザ　城陽富野
城陽市 飲食業 ワンカルビ　城陽店
城陽市 飲食業 京料理 水度宗
城陽市 飲食業 手打ちうどん　やまびこ青谷店
城陽市 飲食業 和食さと城陽店
城陽市 飲食業 和壯
城陽市 飲食業 ガスト　城陽店
城陽市 飲食業 PATIO
城陽市 飲食業 壽（とし）
城陽市 飲食業 プルンニャカフェ
城陽市 飲食業 洋食の店おうち
城陽市 飲食業 天ぷらすぺいす　きら
城陽市 飲食業 cigno
城陽市 飲食業 富野荘バンザイ
城陽市 飲食業 サイゼリヤ
城陽市 飲食業 大阪じゅうべい
城陽市 飲食業 テロワールワイ
城陽市 飲食業 Tera Take
城陽市 飲食業 燻煙広場　pace　
城陽市 飲食業 お食事処 はる
城陽市 飲食業 きらっとｃａｆｅ
城陽市 飲食業 創作居酒屋　わっしょい
城陽市 飲食業 肉匠 江渡蘭世
城陽市 飲食業 珈琲屋あるじやーのん
城陽市 飲食業 和食居酒家大すけ
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所在地（市区町村） 業種区分 店舗・事業所名

城陽市 飲食業 丘の上ダイニング
城陽市 飲食業 かっぽう 仙羽亭
城陽市 飲食業 花登寿司
城陽市 飲食業 日の出食堂
城陽市 飲食業 ロゴスランド　アイリスインカフェ
城陽市 飲食業 ロゴスランド　プラムイン城陽レストラン
城陽市 飲食業 中華そばほそかわ
城陽市 飲食業 もち月
城陽市 飲食業 有限会社　おかよし
城陽市 飲食業 sunsun café
城陽市 飲食業 居酒屋　おたふく
城陽市 飲食業 そうそう
城陽市 飲食業 プチトマト
城陽市 飲食業 焼肉やる気　宇治大久保店
城陽市 飲食業 かに満
城陽市 飲食業 八よし
城陽市 飲食業 café Coral Reef
城陽市 飲食業 カレーハウスCoCo壱番屋　城陽平川店
城陽市 飲食業 ココロ焦ガレ
城陽市 飲食業 とみ寿司
城陽市 飲食業 カラオケ喫茶はな
城陽市 飲食業 利兵衛カフェ by ohshima
城陽市 飲食業 焼肉高麗
城陽市 飲食業 星待ちキッチン
城陽市 飲食業 千馬MIYABI
城陽市 飲食業 スシロー城陽店
城陽市 飲食業 ラーメン屋台
城陽市 飲食業 ビッグボーイ京都城陽店
城陽市 飲食業 やよい軒　京都城陽店
城陽市 飲食業 さくら寿司
城陽市 飲食業 株式会社十両
城陽市 飲食業 TINA INVITATION
城陽市 飲食業 珈琲屋あるじゃーのん
城陽市 飲食業 カフェ・ド・クリエ　アル・プラザ城陽店
城陽市 飲食業 福ちゃん
城陽市 飲食業 麺屋たけ井本店
城陽市 飲食業 串揚げ いなせや
城陽市 飲食業 堀士内科医院
城陽市 飲食業 雲水店
城陽市 飲食業 関西畳工業㈱　城陽本社
城陽市 飲食業 韓丼城陽店
城陽市 飲食業 DIVE
城陽市 飲食業 ラーメン十二分屋
城陽市 飲食業 株式会社宇治川ブロック工業 城陽営業所
城陽市 飲食業 宇治川商事株式会社 城陽営業所
城陽市 飲食業 ダイニング居酒屋　ＫＯＨＡＫＵ
城陽市 飲食業 太呂菖蒲庵　本店
城陽市 飲食業 太呂　城陽店
城陽市 飲食業 いっきゅうさん大久保店
城陽市 飲食業 丸亀製麺城陽
城陽市 飲食業 居酒屋　崇
城陽市 飲食業 ｲﾀﾘｱﾝｷｯﾁﾝｌａｍｐｏｎｅ
城陽市 飲食業 JEERA
城陽市 飲食業 カラオケ喫茶レッドリバー
城陽市 飲食業 カラオケ喫茶キド
城陽市 飲食業 洋食処さくらい
城陽市 飲食業 グリル北川
城陽市 飲食業 平和軒
城陽市 飲食業 松寿庵
城陽市 飲食業 ミュージックスペース鈴
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城陽市 飲食業 NPO法人ママズ＆パパス
城陽市 飲食業 Bar club J
城陽市 飲食業 お茶の玉宗園アルプラザ城陽店
城陽市 飲食業 寿司処ハ梅
城陽市 飲食業 手打ちうどん　やまびこ　寺田店
城陽市 飲食業 ダイニング 遊華
城陽市 飲食業 こてきんぐ
城陽市 飲食業 三楽
城陽市 飲食業 サイゼリヤ 城陽アルプラザ店
城陽市 飲食業 彩鶏
城陽市 飲食業 お好み焼あべちゃん
城陽市 飲食業 かどっこ
城陽市 飲食業 麻雀＆café wide village
城陽市 飲食業 うおざと
城陽市 飲食業 お好み焼き　ぶんぶん
城陽市 飲食業 居酒屋藤乃
城陽市 飲食業 糸屋
城陽市 飲食業 呑み処食べ処美幸
城陽市 飲食業 ステーキハウスのぼる
城陽市 飲食業 こいこい
城陽市 飲食業 居酒屋将軍
城陽市 飲食業 中国料理　かしの木
城陽市 飲食業 カキ小屋フィーバー城陽寺田店
城陽市 飲食業 とり矢
城陽市 飲食業 ＳＳ ＢＡＲ
城陽市 飲食業 和風レストランわかば
城陽市 飲食業 西酒店
城陽市 飲食業 フロンティア
城陽市 飲食業 えき・うら
城陽市 飲食業 魚のだいしん
城陽市 サービス業 ㈱城陽スイミングスクール
城陽市 サービス業 笹岡接骨院
城陽市 サービス業 ㈱京都ツアーズ
城陽市 サービス業 ㈲谷村自動車工業
城陽市 サービス業 京進スクール・ワン JR城陽教室
城陽市 サービス業 京進スクール・ワン 寺田教室
城陽市 サービス業 京進小中部　城陽校
城陽市 サービス業 ハクジュプラザ久津川駅前店
城陽市 サービス業 BAR　BER　クロダ
城陽市 サービス業 QBハウス　アルプラザ城陽店
城陽市 サービス業 上方温泉一休　京都本館
城陽市 サービス業 学童保育　森の舎クラブ
城陽市 サービス業 清仁保育園
城陽市 サービス業 久世保育園
城陽市 サービス業 清心保育園
城陽市 サービス業 げんき堂整骨院
城陽市 サービス業 スマートクールアルプラザ城陽店
城陽市 サービス業 スワン美容室
城陽市 サービス業 秋山達税理士事務所
城陽市 サービス業 宝商会
城陽市 サービス業 ㈱カーニバル　カーニバルクリーニング城陽店
城陽市 サービス業 Ｈａｉｒ Ｓａｌｏｎ ＮＡＯ
城陽市 サービス業 QBハウス
城陽市 サービス業 カメラのセレカ
城陽市 サービス業 写真スタジオマリオ
城陽市 サービス業 今村鍼灸接骨院
城陽市 サービス業 カーニバルクリーニング　コープ城陽店
城陽市 サービス業 かんなび整骨院
城陽市 サービス業 久津川整骨院
城陽市 サービス業 アドバンスホール城陽
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城陽市 サービス業 ファミリアホール城陽
城陽市 サービス業 株式会社メモリアルアートの大野屋　京都エリア
城陽市 サービス業 理容サービス　城陽寺田店
城陽市 サービス業 西部綜合警備㈱本社
城陽市 サービス業 日光社クリーニング 辻本店
城陽市 サービス業 株式会社 陽向
城陽市 サービス業 株式会社　中野板金塗装
城陽市 サービス業 想い鍼灸整骨院
城陽市 サービス業 intime hair
城陽市 サービス業 ともピアノ教室
城陽市 サービス業 サロンドM
城陽市 サービス業 ヘアーサロンもり
城陽市 サービス業 井坂接骨院
城陽市 サービス業 むらかみ整骨院　久津川
城陽市 サービス業 むらかみ整骨院　富野荘
城陽市 サービス業 美容室Core
城陽市 サービス業 ａｌａｉｓｅ
城陽市 サービス業 美容室パッション
城陽市 サービス業 原口クッキングスタジオ　久世工場
城陽市 サービス業 スリーオート
城陽市 サービス業 Hono Hono
城陽市 サービス業 esthe house honohono
城陽市 娯楽業 namco
城陽市 娯楽業 サン城陽テニスクラブ
城陽市 娯楽業 カラオケみやこ
城陽市 その他 城陽商工会議所
城陽市 その他 B-STUDIO
城陽市 その他 りらくる城陽店
城陽市 その他 やすもと接骨院・鍼灸院
城陽市 その他 小西歯科医院
城陽市 その他 京都信用金庫　城陽駅前支店
城陽市 その他 京都信用金庫　城陽支店
城陽市 その他 遥セレモニーホール城陽
城陽市 その他 cherry
城陽市 その他 浦壁歯科医院
城陽市 その他 軽費老人ホーム　ヴィラ城陽
城陽市 その他 城陽南支店
城陽市 その他 想い鍼灸整骨院
城陽市 その他 ㈱杜若園芸
城陽市 その他 加藤歯科医院
城陽市 その他 堀士内科医院
城陽市 その他 KID'S ABC CLASS
城陽市 その他 中接骨鍼灸院
城陽市 その他 安本接骨院
城陽市 その他 くにもと接骨院
城陽市 その他 寺田接骨院
城陽市 その他 山本鍼灸整骨院
城陽市 その他 昴歌謡教室
城陽市 その他 音楽教室スタジオスキップ
向日市 建設業 長岡京屋根工事
向日市 建設業 パイオニア測量設計株式会社
向日市 建設業 出口建設
向日市 建設業 株式会社リヴ　本社
向日市 建設業 越村電気
向日市 製造業 三番屋　本店
向日市 製造業 株式会社　西田製作所
向日市 製造業 有限会社西向紙工
向日市 製造業 永和
向日市 製造業 株式会社大日本科研　本社
向日市 運輸業 千里山バス株式会社　京都営業所
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向日市 運輸業 赤帽　寛大運輸
向日市 運輸業 おもてなしタクシー
向日市 卸売業 ネッツトヨタヤサカ　乙訓店
向日市 小売業 愛菜楽市
向日市 小売業 ダイソー向日市役所前店
向日市 小売業 東洋竹工株式会社
向日市 小売業 SHINKI 向日町店
向日市 小売業 三番屋　西向日駅前店
向日市 小売業 シンキ　向日町店
向日市 小売業 ファミリーマート向日南淀井店
向日市 小売業 かっぱ堂
向日市 小売業 ロイヤルホームセンター物集女店
向日市 小売業 ケーズデンキ　向日町店
向日市 小売業 生研テクニカルサービス
向日市 小売業 祇園味幸　桂川店
向日市 小売業 京鳴海　篁庵
向日市 小売業 万源酒店
向日市 小売業 仁アートショップ＆スペース
向日市 小売業 オオクワ京都昆虫館
向日市 小売業 グラスィーズギャラリー　タツムラ
向日市 不動産・賃貸業 株式会社アッシュコーポレーション
向日市 不動産・賃貸業 グリーンハウジング
向日市 不動産・賃貸業 住宅情報センター有限会社
向日市 飲食業 あじひろ物集女
向日市 飲食業 味の台所　中々
向日市 飲食業 大漁　向日町店
向日市 飲食業 魚久
向日市 飲食業 焼肉なかむら
向日市 飲食業 餃子の王将 国道171号店
向日市 飲食業 餃子の王将 東向日店
向日市 飲食業 ラーメン　赤影
向日市 飲食業 カレー工房ギャー
向日市 飲食業 餃子の王将　出町店
向日市 飲食業 京うどん　はなこ　本店
向日市 飲食業 焼肉の大拙　向日町店
向日市 飲食業 京都花糀
向日市 飲食業 カレーハウスココ壱番屋向日国道171号店
向日市 飲食業 しゃぶ葉 京都向日店
向日市 飲食業 Ｃａｐｐｏｇｌｉｅｎｔｅ
向日市 飲食業 餃子の一来一来
向日市 飲食業 アイキッチン京都向日店
向日市 飲食業 鉄板とお酒　久蔵
向日市 飲食業 ワインバー　テラ　東向日
向日市 飲食業 向日町酒場　情熱ホルモン
向日市 飲食業 安加郎
向日市 飲食業 お好み焼・鉄板焼　やまちゃん
向日市 飲食業 洋風酒膳　うまかろう
向日市 飲食業 （純）中国料理　麒麟園
向日市 飲食業 味どころ　和加菜
向日市 飲食業 千信
向日市 飲食業 1階
向日市 飲食業 鳥貴族　東向日店
向日市 飲食業 京料理　寿司　仕出し　矢尾卯
向日市 飲食業 中国家常菜　春来
向日市 飲食業 Books&cafeWonderland
向日市 飲食業 だいこん畑　良庵
向日市 飲食業 Cafe&Music Second Rooms
向日市 飲食業 お食事処　近ちゃん
向日市 飲食業 やきとり大吉　東向日駅前店
向日市 飲食業 ニューコトブキ
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向日市 飲食業 旬肴　久末
向日市 飲食業 矢尾卯
向日市 飲食業 槐
向日市 飲食業 すき家　171号向日店
向日市 飲食業 宝や　東向日店
向日市 飲食業 居酒屋ちゃんがら
向日市 飲食業 気ままにダイニング　ふうせんかずら
向日市 飲食業 かつや　京都向日店
向日市 飲食業 ジョリーパスタ向日店
向日市 飲食業 ゑゑ塩梅
向日市 飲食業 中国料理ほぁんほぁん
向日市 飲食業 魚肴食堂魚ふじ
向日市 飲食業 海鮮酒場モアイ
向日市 飲食業 琉球酒場KUKURU
向日市 飲食業 喫茶あんづ
向日市 飲食業 ほっともっと 向日切ノ口店
向日市 飲食業 手羽だるま 東向日駅前店
向日市 飲食業 松のや　向日町店
向日市 飲食業 紅すずめ
向日市 飲食業 ふじ田
向日市 飲食業 餃子の八壽廣
向日市 飲食業 居酒屋　ことみ
向日市 飲食業 居酒屋　紅すずめ
向日市 飲食業 ちこ
向日市 飲食業 焼肉酒場はらぱん
向日市 飲食業 てっぱん居酒屋ココ
向日市 飲食業 若菜そば阪急東向日店
向日市 飲食業 よね政
向日市 飲食業 E-Kitchen
向日市 飲食業 きまぐれ赤とんぼ
向日市 飲食業 いっきゅうさん向日市店
向日市 飲食業 旬彩酒房　夢商人
向日市 飲食業 ラーメンさっちゃん
向日市 飲食業 回転寿司　喜楽　一文橋
向日市 飲食業 ケンッタキー・フライド・チキン　向日市上植野店
向日市 飲食業 ケンタッキー・フライド・チキン　向日市上植野店
向日市 飲食業 和気藹々
向日市 飲食業 焼肉処真　東向日店
向日市 飲食業 香の川製麺向日店
向日市 飲食業 楽旬酒場いつか
向日市 飲食業 京城園
向日市 飲食業 たわらや
向日市 飲食業 スナック三原
向日市 飲食業 たこ焼き　吉錦
向日市 飲食業 食べ処　呑み処　辰ちゃん
向日市 飲食業 花登寿司
向日市 飲食業 すなっく　のり子
向日市 飲食業 鳥やす
向日市 飲食業 鳥せい向日町店
向日市 飲食業 air1963
向日市 飲食業 立ち飲みモアイ
向日市 飲食業 一品料理　櫻木
向日市 飲食業 スナック　サチコ
向日市 飲食業 サイゼリヤ 上植野店
向日市 飲食業 味見鶏　まるめん
向日市 飲食業 来来亭　長岡京店
向日市 飲食業 ビリーズキッチン
向日市 飲食業 カラオケ喫茶＆スナックcat（キャット）
向日市 飲食業 とんかつ　ひまわり
向日市 飲食業 やきとり　竿
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向日市 飲食業 スナック　ロペ
向日市 飲食業 スナック風
向日市 飲食業 ゆとり居酒屋 宴 -UATGE-
向日市 飲食業 今里屋
向日市 飲食業 今里
向日市 飲食業 喫茶パセリ
向日市 飲食業 meisan cafe
向日市 飲食業 雷屋　向日町
向日市 サービス業 filo
向日市 サービス業 ソデオカ美容室
向日市 サービス業 ビューティサロン　ナティ
向日市 サービス業 フィットネスクラブ　ピノス洛西口
向日市 サービス業 メディカルエステ　さくら想
向日市 サービス業 京進スクール・ワン 東向日教室
向日市 サービス業 京進小中部 東向日校
向日市 サービス業 ハクジュプラザ向日町店
向日市 サービス業 美容室イレブンカット　京都向日店
向日市 サービス業 クリーニング　つき山　本店
向日市 サービス業 ゴールフリー　洛西口教室
向日市 サービス業 クリーン　ウォッシュ
向日市 サービス業 hairspaceSUNRICH
向日市 サービス業 ヘアーメイクポリッシュ西向日店
向日市 サービス業 ヘアーメイクポリッシュ東向日店
向日市 サービス業 ヘアーメイクポリッシュ洛西口店
向日市 サービス業 株式会社京都衛生開発公社　本社
向日市 サービス業 木ノ下整骨院
向日市 サービス業 美容室 サロン ド クープ
向日市 サービス業 ㈱カーニバル　カーニバルクリーニング東向日店
向日市 サービス業 カーニバルクリーニング東向日店
向日市 サービス業 フェイシャルサロン　COCOルース
向日市 サービス業 山本接骨院
向日市 サービス業 CHICA
向日市 サービス業 メナードフェイシャルサロン aya.
向日市 サービス業 キコーナ京都向日店　CAFE　LUMIERE
向日市 サービス業 みゆきドライクリーニング
向日市 サービス業 PVP DANCE STUDIO
向日市 サービス業 Barber Clap
向日市 サービス業 カットハウスYAMADA
向日市 サービス業 マリーゴールド
向日市 サービス業 理容マエダ
向日市 サービス業 銀河美容室
向日市 サービス業 放課後等デイサービス五つの輪
向日市 サービス業 放課後等デイサービス五つの輪もずめ教室
向日市 サービス業 亀山接骨院
向日市 サービス業 メナードフェイシャルサロン向日東田中瀬店
向日市 娯楽業 サンラッキー向日町店
向日市 娯楽業 ラウンジ　KIRINEN
向日市 その他 神谷道子バレエ研究所　ベアティ洛西口教室
向日市 その他 快活CLUB向日店
向日市 その他 京都信用金庫　桂川支店
向日市 その他 京都信用金庫　東向日支店
向日市 その他 ケアプランセンター　ライフアーチ
向日市 その他 おじぞうさんのお寺　慶昌院
向日市 その他 ホンダカーズ乙訓　向日店
向日市 その他 エンジュ堂
向日市 その他 田村眼科医院
向日市 その他 行政書士　権藤法務事務所
向日市 その他 坂根歯科医院
向日市 その他 医療法人京向日葵会いけぶちクリニック
向日市 その他 田中接骨院
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向日市 その他 伊藤屋株式会社　西向日支店
向日市 その他 医療法人集裕会　王子クリニック
向日市 その他 バレエスタジオ ソレイユ
向日市 その他 鈴木内科・外科診療所
向日市 その他 さくら並木デイケアセンター
長岡京市 建設業 入谷建設 株式会社
長岡京市 建設業 株式会社 辻工務店
長岡京市 建設業 株式会社キャンバスホーム
長岡京市 建設業 山南塗装工業　株式会社
長岡京市 建設業 株式会社　シライ
長岡京市 建設業 株式会社　伸輝開発
長岡京市 建設業 株式会社　伸輝開発　資材倉庫
長岡京市 建設業 株式会社　藤井
長岡京市 建設業 株式会社　フジイテック
長岡京市 建設業 有限会社　カワナミ工建　
長岡京市 建設業 株式会社　ヒールアース
長岡京市 建設業 有限会社　ヨシダ住宅設備
長岡京市 建設業 山栄建設工業株式会社　本店
長岡京市 建設業 株式会社　ハウスバンクインターナショナル
長岡京市 建設業 株式会社リヴ　長岡京支店　KURASHI STUDIO
長岡京市 建設業 株式会社　ベスパ
長岡京市 建設業 今小路工務店
長岡京市 建設業 株式会社　ダイセイ
長岡京市 建設業 関西ウォッシャー
長岡京市 製造業 小川食品工業株式会社　乙訓工場
長岡京市 製造業 小川食品工業株式会社　食品工場
長岡京市 製造業 有限会社　みのべ
長岡京市 製造業 パネフリ工業株式会社
長岡京市 製造業 株式会社　西田製作所　第２工場
長岡京市 製造業 ムーランプチ長岡京店
長岡京市 製造業 アーバンテック株式会社
長岡京市 製造業 株式会社　池田製作所
長岡京市 製造業 サンコー製作所株式会社
長岡京市 製造業 株式会社　サンセー
長岡京市 製造業 川浪加工所
長岡京市 運輸業 帝産観光バス株式会社京都支店
長岡京市 運輸業 西都交通株式会社　本社営業所
長岡京市 運輸業 中川タクシー
長岡京市 卸売業 ㈱京都協同管理　食肉流通センター
長岡京市 卸売業 買取専門店大吉　西友長岡店　(株式会社かもめ）
長岡京市 小売業 ＆filica
長岡京市 小売業 小川食品工業株式会社　直売店
長岡京市 小売業 ケーキハウス　ニルス
長岡京市 小売業 重田ふとん店
長岡京市 小売業 文京堂書店　長岡店
長岡京市 小売業 株式会社　西文堂
長岡京市 小売業 車検のコバック171長岡京店
長岡京市 小売業 テクノピア長岡SS
長岡京市 小売業 ブランミュール
長岡京市 小売業 ヘンゼル
長岡京市 小売業 ル・ノーブル長岡京店
長岡京市 小売業 ギャラリー阿里伽
長岡京市 小売業 ダイソー長岡天神店
長岡京市 小売業 雑貨屋ブリリアン
長岡京市 小売業 ジョーシン　ながおか店
長岡京市 小売業 ジョーシン　長岡京店
長岡京市 小売業 仙石石油
長岡京市 小売業 はん工房　万字堂
長岡京市 小売業 文京堂書店
長岡京市 小売業 メガネサロン栄光
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長岡京市 小売業 京菓子處鼓月長岡京店
長岡京市 小売業 株式会社　ワルツ堂
長岡京市 小売業 喜久春
長岡京市 小売業 有限会社　伊賀屋
長岡京市 小売業 ワイン＆フラワーイガヤ
長岡京市 小売業 株式会社リバティ長岡
長岡京市 小売業 銀閣寺　大西　ながおか店
長岡京市 小売業 コープながおか
長岡京市 小売業 長岡京　京こんぶ　田なか
長岡京市 小売業 ホンダカーズ洛中　長岡京店　
長岡京市 小売業 パン＋焼き菓子のお店　harru
長岡京市 小売業 プチ・ラパン
長岡京市 小売業 スギ薬局　長岡天神店
長岡京市 小売業 小麦青空ベーカリー
長岡京市 小売業 岩田呉服店　長岡店
長岡京市 小売業 フレッシュバザール長岡京店
長岡京市 小売業 西友長岡店
長岡京市 小売業 株式会社　文京堂書店
長岡京市 小売業 タツミネガネ店
長岡京市 小売業 auショップ　長岡京
長岡京市 小売業 auショップ　長岡天神
長岡京市 小売業 ロビンガーデン
長岡京市 小売業 とくし丸 リバティ長岡１号車
長岡京市 小売業 2nd kitchen　長岡店
長岡京市 小売業 いとへん
長岡京市 小売業 エミヤ
長岡京市 不動産・賃貸業 センチュリー21　株式会社レンタ
長岡京市 不動産・賃貸業 株式会社　ユニバーサルホームサービス
長岡京市 不動産・賃貸業 （有）ハローホーム長岡
長岡京市 宿泊業 ホテルディスカバー京都長岡京
長岡京市 宿泊業 京都ゲストイン長岡京
長岡京市 飲食業 お好み焼・鉄板焼　ふじおか
長岡京市 飲食業 京・洛西　ぶへい
長岡京市 飲食業 メンバーズ禅
長岡京市 飲食業 焼肉　味楽園
長岡京市 飲食業 洋食屋AKIRA
長岡京市 飲食業 旬菜魚　くらしま
長岡京市 飲食業 バリ
長岡京市 飲食業 m.CHIMA　CAFÉ
長岡京市 飲食業 Secret　Base
長岡京市 飲食業 お好み太郎
長岡京市 飲食業 クチネッタ　ジラソーレ
長岡京市 飲食業 茶寮玉屋
長岡京市 飲食業 地どり割烹　とり善
長岡京市 飲食業 鳥貴族　長岡天神店
長岡京市 飲食業 ひさ
長岡京市 飲食業 ベーカリーショップ　ヤマグチ
長岡京市 飲食業 遊膳　いこい
長岡京市 飲食業 ラウンジ　姫
長岡京市 飲食業 café　and　pub　Wink
長岡京市 飲食業 喫茶　フルール
長岡京市 飲食業 きのめ
長岡京市 飲食業 ステーキ割烹　四季
長岡京市 飲食業 茶亭　楓庵
長岡京市 飲食業 パスタビンコロ
長岡京市 飲食業 うお寿
長岡京市 飲食業 カフェレストラン　カムシン
長岡京市 飲食業 食彩みろく
長岡京市 飲食業 ダイニング　レイモンド
長岡京市 飲食業 花車
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長岡京市 飲食業 北海道料理　石狩
長岡京市 飲食業 焼肉　青山
長岡京市 飲食業 夢路
長岡京市 飲食業 居酒屋シャモチン
長岡京市 飲食業 お食事処　お酒処　味彩亭
長岡京市 飲食業 乙訓旬菜　和み
長岡京市 飲食業 カフェ＆レストラン　poco　a　poco
長岡京市 飲食業 炭焼　やきとり　かじ庵
長岡京市 飲食業 魚民　長岡天神西口駅前店
長岡京市 飲食業 餃子の王将 長岡天神店
長岡京市 飲食業 Otis Blue
長岡京市 飲食業 喫茶　すいーと
長岡京市 飲食業 クラブケイ
長岡京市 飲食業 花平
長岡京市 飲食業 炙りとお酒　磯銀
長岡京市 飲食業 ゲストハウス　サブリエ
長岡京市 飲食業 鳥くぼ
長岡京市 飲食業 焼肉の大拙　長岡京本店
長岡京市 飲食業 ガスト　長岡京店
長岡京市 飲食業 源輝家
長岡京市 飲食業 屋台居酒屋やたいや　長岡天神駅前店
長岡京市 飲食業 鶏天神
長岡京市 飲食業 オステリアルーチェ
長岡京市 飲食業 古都久
長岡京市 飲食業 炭焼　やきとり　こっこや
長岡京市 飲食業 Bar　flat
長岡京市 飲食業 café siskoti
長岡京市 飲食業 Kitchen　BlueLake
長岡京市 飲食業 錦水亭　本店
長岡京市 飲食業 N（エヌ）
長岡京市 飲食業 喫茶マコ
長岡京市 飲食業 Music　Room　ラポール
長岡京市 飲食業 Namaste　tajmahal
長岡京市 飲食業 PUB　GUMP
長岡京市 飲食業 あさひ
長岡京市 飲食業 開田茶屋　龍八
長岡京市 飲食業 酒と飯　菜　～sai～
長岡京市 飲食業 洋菜　鈴木
長岡京市 飲食業 ワインバー　テラ　長岡天神
長岡京市 飲食業 カフェ　森
長岡京市 飲食業 都
長岡京市 飲食業 （有）千弥農園
長岡京市 飲食業 にぎり長次郎　長岡京店
長岡京市 飲食業 有限会社　竹茂
長岡京市 飲食業 朱々長岡京
長岡京市 飲食業 Sensibilita
長岡京市 飲食業 スナックラブ
長岡京市 飲食業 Ken Gyu 牽牛
長岡京市 飲食業 mocola cafe
長岡京市 飲食業 有限会社 京長岡 魚常
長岡京市 飲食業 やきとり一番長岡天神駅前店
長岡京市 飲食業 レイファーム
長岡京市 飲食業 カフェ　ド　アーバン
長岡京市 飲食業 やきとり大吉　長岡京店
長岡京市 飲食業 エムエムコーヒー
長岡京市 飲食業 喫茶ピンクダイアモンド
長岡京市 飲食業 ルミエール　カフェ
長岡京市 飲食業 オープンファームブランチ
長岡京市 飲食業 ケーキの店　のぐち
長岡京市 飲食業 スナック　りか
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長岡京市 飲食業 ドッグカフェ＆バー「モコモコ」
長岡京市 飲食業 ラーメンみなみ
長岡京市 飲食業 ここ音家
長岡京市 飲食業 京長岡　魚常
長岡京市 飲食業 町田商店 長岡京店
長岡京市 飲食業 檜
長岡京市 飲食業 RAKU
長岡京市 飲食業 大衆酒場　寿海本店
長岡京市 飲食業 呑み喰いや　はしげん
長岡京市 飲食業 一楽
長岡京市 飲食業 いっぷく亭
長岡京市 飲食業 寿司割烹　やまなか
長岡京市 飲食業 天輪屋
長岡京市 飲食業 炭匠　長岡京　とりんちゅ
長岡京市 飲食業 エターナルフェアリーズ
長岡京市 飲食業 カレーハウスＣＯＣＯ壱番屋　阪急長岡天神駅前店
長岡京市 飲食業 長岡京圓仁
長岡京市 飲食業 鉄板居酒屋GIONわ
長岡京市 飲食業 すき家　長岡天神駅前店
長岡京市 飲食業 肉処　佐藤
長岡京市 飲食業 ぶん太
長岡京市 飲食業 モスバーガー長岡京駅前店
長岡京市 飲食業 串あげ　天ぷら　ほづみ
長岡京市 飲食業 クウノハナレ
長岡京市 飲食業 チョコシナ
長岡京市 飲食業 つくねダイニング空
長岡京市 飲食業 ミスタードーナツ　イズミヤ長岡
長岡京市 飲食業 呑、喰、空間　にし田
長岡京市 飲食業 レストランプチポワ
長岡京市 飲食業 はしもと
長岡京市 飲食業 ベークハウスメール
長岡京市 飲食業 右京小売酒販組合乙訓支部
長岡京市 飲食業 とんかつ新宿さぼてん長岡京フレンドマート店
長岡京市 飲食業 とんかつ新宿さぼてん長岡西友店
長岡京市 飲食業 まる香　食堂
長岡京市 飲食業 鮨市
長岡京市 飲食業 ひろせ整体院
長岡京市 飲食業 居酒屋　遙　-HARU-
長岡京市 飲食業 お食事処　わかたけ
長岡京市 飲食業 肴と酒に拘るガジュマル
長岡京市 飲食業 とんぼ
長岡京市 飲食業 呑・喰・空間　にし田
長岡京市 飲食業 松のや　長岡天神店
長岡京市 飲食業 串処　かづ
長岡京市 飲食業 小料理　きた川
長岡京市 飲食業 ラウンジ21
長岡京市 飲食業 スナックよし乃
長岡京市 飲食業 CAFE VIRGO
長岡京市 飲食業 はな
長岡京市 飲食業 リーベック
長岡京市 飲食業 若菜そば阪急長岡天神店
長岡京市 飲食業 希望軒　長岡天神店
長岡京市 飲食業 ミスターラーメン
長岡京市 飲食業 てっぽう
長岡京市 飲食業 御飯処　筑前
長岡京市 飲食業 カラオケ喫茶すいーと(すいーとカラオケ教室)
長岡京市 飲食業 サンマルコ長岡京店
長岡京市 飲食業 ドトールコーヒーショップ　長岡天神店
長岡京市 飲食業 酒食房　和
長岡京市 飲食業 ワイズ　バー
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長岡京市 飲食業 寛や
長岡京市 飲食業 鉄板焼　文文
長岡京市 飲食業 ラウンジ　クレール
長岡京市 飲食業 スナック　1ONE
長岡京市 飲食業 Cafe&Bar Tea for Two
長岡京市 飲食業 藤之棚
長岡京市 飲食業 石
長岡京市 飲食業 クレープコーヒーちいちゃん
長岡京市 飲食業 メンバーズ　かれん
長岡京市 飲食業 寿司割烹　幸
長岡京市 飲食業 焼肉輝　長岡店
長岡京市 飲食業 牛串＆ステーキ誠
長岡京市 飲食業 鮨　京都　　　清水
長岡京市 飲食業 利兵衛
長岡京市 飲食業 居々酒屋　利兵衛
長岡京市 飲食業 シュエット
長岡京市 飲食業 野菜家きょうちゃん
長岡京市 飲食業 ラウンジ　久美
長岡京市 飲食業 旬彩酒家 華
長岡京市 飲食業 スナック　エスケープ
長岡京市 飲食業 有限会社このみ
長岡京市 飲食業 こいちゃん
長岡京市 飲食業 スナックゴーゴー
長岡京市 飲食業 スナックHARUKA
長岡京市 飲食業 株式会社ホームプラン
長岡京市 飲食業 おばんざい　ひろ
長岡京市 飲食業 龍鳳園
長岡京市 飲食業 居酒屋　祥天
長岡京市 飲食業 スナック　　エバー
長岡京市 飲食業 おかんの台所　よっちゃん
長岡京市 飲食業 半分庵
長岡京市 飲食業 スナック　CHIYO
長岡京市 飲食業 味処　まち
長岡京市 飲食業 ホルモン焼肉円蔵
長岡京市 飲食業 まごころ料理　旬菜
長岡京市 飲食業 一大事
長岡京市 飲食業 居酒屋　兜
長岡京市 飲食業 ラウンジ101
長岡京市 飲食業 味処なかじま
長岡京市 飲食業 串一
長岡京市 飲食業 居酒屋　ドック
長岡京市 飲食業 B.B
長岡京市 飲食業 加茂ん
長岡京市 飲食業 軽食喫茶　オブジェ
長岡京市 飲食業 ひがしや
長岡京市 飲食業 雷屋　長岡店
長岡京市 飲食業 炉ばた　春吉
長岡京市 飲食業 ふみばぁ
長岡京市 サービス業 BACE１
長岡京市 サービス業 エステインポーラクルール
長岡京市 サービス業 笠原はり灸院
長岡京市 サービス業 カットスタジオV
長岡京市 サービス業 株式会社　ハウジングステーション
長岡京市 サービス業 クラブコング
長岡京市 サービス業 Hair　Lusso
長岡京市 サービス業 Kaguyahime　cheseux　sur
長岡京市 サービス業 キュリオステーション長岡天神店
長岡京市 サービス業 美容室　掌
長岡京市 サービス業 PIECE
長岡京市 サービス業 Y's　four　hands（理容ヤスイ）
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長岡京市 サービス業 株式会社　おとくに設計
長岡京市 サービス業 合同会社　BiO-CARE
長岡京市 サービス業 スタジオアイ長岡店
長岡京市 サービス業 京進スクール・ワン 長岡教室
長岡京市 サービス業 京進小中部 長岡校
長岡京市 サービス業 POLAかなめ
長岡京市 サービス業 株式会社　かつらぎ長岡ガスセンター
長岡京市 サービス業 サロンドユキ　エクラプレパ
長岡京市 サービス業 サロンドユキ　ブランシュ店
長岡京市 サービス業 サロンドユキ　ヘアブランドユキ
長岡京市 サービス業 ハクジュプラザ長岡天神店
長岡京市 サービス業 宝石・貴金属・時計　長谷川
長岡京市 サービス業 メナードフェイシャルサロン長岡滝ノ町
長岡京市 サービス業 長岡京　整体Salon　こりとりらくね
長岡京市 サービス業 アロマセラピー　ここち癒
長岡京市 サービス業 トリミングルームワン
長岡京市 サービス業 楽水庵
長岡京市 サービス業 ＮＹＮＹ　長岡天神店
長岡京市 サービス業 美容室イレブンカット　イズミヤ長岡店
長岡京市 サービス業 クリーニング　つき山　支店
長岡京市 サービス業 ゴールフリー　長岡教室
長岡京市 サービス業 東進　長岡天神校
長岡京市 サービス業 芙蓉美容室
長岡京市 サービス業 成基学園　アストロ
長岡京市 サービス業 クリーン　シミズ
長岡京市 サービス業 Baan Hana阪急長岡天神店
長岡京市 サービス業 ヘアーメイクポリッシュ長岡京店
長岡京市 サービス業 Cantik
長岡京市 サービス業 POLA エステイン美月
長岡京市 サービス業 有限会社ながおかスタジオ
長岡京市 サービス業 Chirotherapy　Hearts
長岡京市 サービス業 いまい鍼灸院
長岡京市 サービス業 エステティックサロン　bonté
長岡京市 サービス業 未知フォトグラフィ
長岡京市 サービス業 山内式気功体操
長岡京市 サービス業 ECC外語学院　長岡天神校
長岡京市 サービス業 美容室　sparkkei
長岡京市 サービス業 ㈱カーニバル　カーニバルクリーニング長岡天神店
長岡京市 サービス業 （有）ヤスイカメラ
長岡京市 サービス業 POLA　Angel
長岡京市 サービス業 久世整体オフィス　長岡みやこ和ん館
長岡京市 サービス業 ユリヤ　今里店
長岡京市 サービス業 ユリヤ　阪急店
長岡京市 サービス業 ユリヤ　本店
長岡京市 サービス業 A L b o
長岡京市 サービス業 カーニバルクリーニング長岡天神店
長岡京市 サービス業 プークランジェ美容室
長岡京市 サービス業 ソレイユ　憩
長岡京市 サービス業 ビューティサロンピア
長岡京市 サービス業 パソコン教室わかるとできるイズミヤ長岡校
長岡京市 サービス業 きたえるーむ長岡天神
長岡京市 サービス業 シャーロンアンバサリー天神
長岡京市 サービス業 ナガオカキッズアカデミー
長岡京市 サービス業 ヘアサロン　あんじゅ
長岡京市 サービス業 ひろせ整体院
長岡京市 サービス業 ナイス　Hair
長岡京市 サービス業 熊川接骨院
長岡京市 サービス業 ビューティハウス　太郎と花子
長岡京市 サービス業 田川鍼灸院
長岡京市 サービス業 ENEOS　西山SS（春田石油）
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長岡京市 サービス業 タニタフィッツミー　長岡いづみショップ店
長岡京市 サービス業 株式会社エムイー設計事務所
長岡京市 サービス業 野間ガスサービス　株式会社　長岡事業所
長岡京市 サービス業 道
長岡京市 サービス業 フェイシャルサロン　ルミエール
長岡京市 娯楽業 ビリヤードカフェ　フォーカル
長岡京市 その他 長岡自動車教習所
長岡京市 その他 Yoga　studio　prana
長岡京市 その他 楓（メイプル）
長岡京市 その他 藤田興産　株式会社
長岡京市 その他 有限会社　スマイルケア
長岡京市 その他 長岡京＠navi
長岡京市 その他 長岡京駅前観光情報センター
長岡京市 その他 阪急長岡天神駅前観光案内所
長岡京市 その他 ミントハウス
長岡京市 その他 緑が丘鍼灸整骨院
長岡京市 その他 神谷道子バレエ研究所　本部スタジオ
長岡京市 その他 西山鍼灸院
長岡京市 その他 おとくに整体　おっとせい
長岡京市 その他 京都信用金庫　滝ノ町支店
長岡京市 その他 京都信用金庫　長岡支店
長岡京市 その他 京都信用金庫　西山天王山支店
長岡京市 その他 まえだ整骨院
長岡京市 その他 京都銀行　長岡今里支店
長岡京市 その他 音楽教室サロンパーチェ
長岡京市 その他 右京小売酒販組合乙訓支部
長岡京市 その他 木和治療院
長岡京市 その他 やすらぎ整骨院
長岡京市 その他 福田歯科クリニック
長岡京市 その他 医療法人おおはし歯科口腔外科クリニック
長岡京市 その他 土井医院
長岡京市 その他 ナカムラ接骨院
長岡京市 その他 森小児科医院
長岡京市 その他 さわだ矯正歯科クリニック
八幡市 建設業 ㈱上田造園
八幡市 建設業 山本造園㈱
八幡市 建設業 日本開発工業㈱　八幡支店
八幡市 建設業 株式会社　フューセス
八幡市 建設業 松本工事測量(株)
八幡市 建設業 ㈱城南開発興業
八幡市 製造業 ㈱上村製作所
八幡市 製造業 みささ堂
八幡市 製造業 志”ばん宗
八幡市 製造業 ㈱日本製造京都工芸社
八幡市 製造業 ケイ・エフ・エス株式会社
八幡市 運輸業 ㈱重田実業　関西営業所　運輸課
八幡市 運輸業 ㈱重田実業　関西営業所　物流情報課
八幡市 運輸業 ウィンズトランスポート㈱
八幡市 運輸業 株式会社M・G　TRADING八幡本社
八幡市 運輸業 内藤運輸(株)
八幡市 運輸業 内藤運輸システム(株)
八幡市 運輸業 内藤運輸株式会社
八幡市 運輸業 株式会社　京宣社
八幡市 運輸業 京都産業貨物株式会社
八幡市 運輸業 有限会社野崎重機
八幡市 卸売業 ㈱錦昌園
八幡市 卸売業 Yショップ男山病院店
八幡市 卸売業 株式会社かつら木材センター
八幡市 卸売業 (株)NEX
八幡市 卸売業 光栄通商株式会社
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八幡市 小売業 株式会社やわた走井餅老舗
八幡市 小売業 ダイソーソフィアモール八幡欽明台店
八幡市 小売業 ダイソー八幡松花堂店
八幡市 小売業 株式会社まるなか
八幡市 小売業 プリテール男山給油所
八幡市 小売業 高橋商事　八幡給油所
八幡市 小売業 カメラのキタムラ　八幡/松井山手店
八幡市 小売業 エディオン松井山手店
八幡市 小売業 e-宝石屋　クリスマス屋
八幡市 小売業 ヤマダ電機京都八幡店
八幡市 小売業 コープ男山
八幡市 小売業 菓匠庵はちまん京都
八幡市 小売業 菓匠庵はちまん京都欽明台店
八幡市 小売業 菓匠庵はちまん京都美濃山店
八幡市 小売業 やわた走井餅老舗
八幡市 小売業 (有)ワタナベ電器
八幡市 小売業 ㈱タナカ八幡営業所
八幡市 小売業 コーナンPRO八幡一ノ坪店
八幡市 小売業 ホームセンターコーナン八幡一ノ坪店
八幡市 小売業 (有)丸中精肉店
八幡市 小売業 リーブル
八幡市 小売業 流橋焼・松田ティーファーム
八幡市 小売業 タカダ事務機㈱本社
八幡市 小売業 Joint Joy
八幡市 小売業 亀屋芳邦
八幡市 小売業 吉田米穀店
八幡市 小売業 ベーカリー　あたか
八幡市 小売業 お茶の福翠園
八幡市 小売業 ケーズデンキ　京都八幡店
八幡市 小売業 （株）まるなか　八幡店
八幡市 小売業 あん
八幡市 小売業 石窯パン工房　キャパトル八幡店
八幡市 小売業 志ばん宗
八幡市 小売業 シャノワール松井山手店
八幡市 小売業 小川サイクルショップ
八幡市 小売業 内藤精肉店
八幡市 小売業 八幡エルピー商事㈱
八幡市 小売業 ジャパン八幡店
八幡市 小売業 食パンの店　メイズテーブル
八幡市 小売業 (有)フランス菓子　ジョフラン
八幡市 小売業 ずんどう屋　京都八幡店
八幡市 小売業 JA京都やましろ農産物直売所八幡店　四季彩館
八幡市 小売業 大澤電機商会
八幡市 小売業 ショップ　メルシー
八幡市 不動産・賃貸業 ㈱キャン・ドゥ山手
八幡市 不動産・賃貸業 男山現地案内所
八幡市 不動産・賃貸業 (有)ヤスノ商事
八幡市 不動産・賃貸業 丸菱建設㈱
八幡市 宿泊業 大歌堂　中村邸
八幡市 宿泊業 石清水八幡宮　青少年文化体育研修センター
八幡市 宿泊業 やわた流れ橋交流プラザ四季彩館
八幡市 飲食業 ゆきねえの寄ってっ亭
八幡市 飲食業 株式会社治元麺処森元松井山手店
八幡市 飲食業 だいにんぐばーHitomi
八幡市 飲食業 やきとり大吉　八幡男山店
八幡市 飲食業 楽食酒　礎
八幡市 飲食業 トラットリア　ラ　フォンテ
八幡市 飲食業 京都吉兆 松花堂店
八幡市 飲食業 かぐや
八幡市 飲食業 カフェ・カナリヤ
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八幡市 飲食業 株式会社京都吉兆　松花堂店
八幡市 飲食業 レストラン　百花園
八幡市 飲食業 うを辰
八幡市 飲食業 どうとんぼり神座　八幡店
八幡市 飲食業 とんかつ寿々久
八幡市 飲食業 株式会社　一蘭　京都八幡店
八幡市 飲食業 餃子の王将 八幡店
八幡市 飲食業 ココス京都八幡店
八幡市 飲食業 無添くら寿司　京都八幡店
八幡市 飲食業 お好み焼・鉄板焼　きん太　八幡店
八幡市 飲食業 カフェキャンドル
八幡市 飲食業 本田亭
八幡市 飲食業 ガスト　八幡店
八幡市 飲食業 ステーキガスト　松井山手店
八幡市 飲食業 朝日屋
八幡市 飲食業 牛角  松井山手店
八幡市 飲食業 お好み焼き　八光
八幡市 飲食業 中華　花田
八幡市 飲食業 手打ちうどん　そば　豊川
八幡市 飲食業 ほっかほっか亭　男山店
八幡市 飲食業 牛角　松井山手ソフィアモール店
八幡市 飲食業 手打ちうどん　佳奈
八幡市 飲食業 越前
八幡市 飲食業 まはぜ
八幡市 飲食業 焼肉牛宗　まるなか
八幡市 飲食業 レインボー
八幡市 飲食業 レストラン八幡家
八幡市 飲食業 結楽堂
八幡市 飲食業 石翠亭
八幡市 飲食業 四季折々の花たち
八幡市 飲食業 カラオケ喫茶　壱
八幡市 飲食業 喫茶　デーモン
八幡市 飲食業 おいでやすコスモス103
八幡市 飲食業 おうちカフェ　ＣＯＣＯ
八幡市 飲食業 カラオケ喫茶　えんやとっと
八幡市 飲食業 キッチン　エルチョロ
八幡市 飲食業 食彩あしはら本店
八幡市 飲食業 すすめ！ヴァイキング　京都八幡店
八幡市 飲食業 麵屋たけ井Ｒ1店
八幡市 飲食業 露庵　京都八幡店
八幡市 飲食業 明日花
八幡市 飲食業 サガミ　京都八幡店
八幡市 飲食業 食べのみ処　ＫＵＲＩＹＡ
八幡市 飲食業 ピザーラ男山店
八幡市 飲食業 いろり屋　八幡店
八幡市 飲食業 カラオケ喫茶　いちご
八幡市 飲食業 得得　京都八幡店
八幡市 飲食業 まほろば
八幡市 飲食業 ミートショップ　エニナル
八幡市 飲食業 (有)山手味万
八幡市 飲食業 一品　葉月
八幡市 飲食業 カラオケ喫茶　ドンファン
八幡市 飲食業 カレーハウスCoCo壱番屋　八幡国一店
八幡市 飲食業 さくら亭
八幡市 飲食業 ずんべら屋　松井山手店
八幡市 飲食業 たこ焼き　雅庵
八幡市 飲食業 中華料理　都飯店
八幡市 飲食業 ドトールコーヒー八幡店
八幡市 飲食業 ポルタ・ロッサ
八幡市 飲食業 ラ・カフェ　バナヌ　欽明台店
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八幡市 飲食業 ワイズ　カフェ
八幡市 飲食業 RESTAURANT Hatanaka
八幡市 飲食業 アジアンカフェ　貝納頌
八幡市 飲食業 魚清
八幡市 飲食業 おやすみ処　開
八幡市 飲食業 喫茶　すかいらーく
八幡市 飲食業 ビッグボーイ八幡店
八幡市 飲食業 やきとり　よしべ
八幡市 飲食業 レストラン男山
八幡市 飲食業 かっぱ寿司　八幡店
八幡市 飲食業 ルイジアナ・ママ 京都八幡店
八幡市 飲食業 ワンマーク食堂
八幡市 飲食業 きんのぶた　松井山手店
八幡市 飲食業 ワンカルビ八幡店
八幡市 飲食業 三田屋本店　くずは
八幡市 飲食業 魚べい　京都八幡店
八幡市 飲食業 ピーパル
八幡市 飲食業 ナチュールシロモト欽明台店
八幡市 飲食業 コメダ珈琲店　京都八幡店
八幡市 飲食業 チェントペルチェント京都八幡店
八幡市 飲食業 カフェＹＭＢＴ
八幡市 飲食業 焼肉ダイニング　ほのか
八幡市 飲食業 かつ屋　ソフィアモール店
八幡市 飲食業 すき家　八幡店
八幡市 飲食業 鳥せい　八幡店
八幡市 飲食業 KYOTO TSUJIBAYASHI
八幡市 飲食業 caféニーナ
八幡市 飲食業 たこ焼　居酒屋　蛸丸
八幡市 飲食業 やよい軒　京都八幡店
八幡市 飲食業 食事処　かぐや
八幡市 飲食業 酒坊　利ちゃん
八幡市 飲食業 フランス料理　気まぐれ市場
八幡市 飲食業 ガンジス川
八幡市 飲食業 なか卯　1国八幡美濃山店
八幡市 飲食業 酒肴　厨房　えんか
八幡市 飲食業 竹風亭
八幡市 飲食業 矢尾力
八幡市 飲食業 びっくりドンキー松井山手店
八幡市 飲食業 CAFE AND DINING AURORA
八幡市 飲食業 （株）ウィル・ユウ
八幡市 飲食業 大心
八幡市 飲食業 酒房　利ちゃん
八幡市 飲食業 ごはん処　弘
八幡市 飲食業 dining bar DOLL
八幡市 飲食業 momo29
八幡市 飲食業 丸亀製麺松井山手
八幡市 飲食業 ケンタッキーフライドチキン松井山手欽明台店
八幡市 飲食業 料理飲食　舞
八幡市 飲食業 京もんじゃマスムラ
八幡市 飲食業 KOREAN KITCHEN むすび屋
八幡市 飲食業 どどん
八幡市 飲食業 サイゼリヤ イズミヤ八幡店
八幡市 飲食業 焼肉五苑　八幡店
八幡市 飲食業 ファインファーデンあゆみヶ丘
八幡市 飲食業 ファインガーデンスクエア
八幡市 飲食業 ファインガーデンあゆみヶ丘
八幡市 飲食業 鉄板&洋食　ちぼね
八幡市 飲食業 八幡食堂
八幡市 飲食業 ガーリッシュ　ガーリック
八幡市 飲食業 彩華ラーメン　八幡店
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八幡市 飲食業 居酒屋　雲母
八幡市 飲食業 Taste of India

八幡市 サービス業 コナミスポーツクラブ八幡
八幡市 サービス業 八幡ゴルフ
八幡市 サービス業 メナード　フェイシャルサロン　男山
八幡市 サービス業 竹取温泉　灯りの湯
八幡市 サービス業 りらく
八幡市 サービス業 ルキナ
八幡市 サービス業 京進スクール・ワン 男山泉教室
八幡市 サービス業 京進スクール・ワン 木幡教室
八幡市 サービス業 京進ユニバーサルキャンパス 松井山手校
八幡市 サービス業 一般社団法人　八幡市観光協会
八幡市 サービス業 セルフィットネスイズミヤスーパーセンター八幡店
八幡市 サービス業 美容室（Cut house Ben）
八幡市 サービス業 おさぜん農園
八幡市 サービス業 デイサービスりんく八幡
八幡市 サービス業 パームステップ
八幡市 サービス業 谷口自動車株式会社
八幡市 サービス業 セルフィットネススーパーセンター八幡店
八幡市 サービス業 hair salon Luxia
八幡市 サービス業 ヒロ美容室
八幡市 サービス業 ボートピア京都やわた
八幡市 サービス業 吉野理容室
八幡市 サービス業 のらや八幡店
八幡市 サービス業 ビークイック　八幡店
八幡市 サービス業 理容　ファロー
八幡市 サービス業 ぽんた食堂
八幡市 サービス業 （有）オートサーブ
八幡市 サービス業 ふじもり動物総合病院
八幡市 サービス業 ヨシコ美容室
八幡市 サービス業 Cut＆Cupid
八幡市 サービス業 ルーク法律事務所
八幡市 サービス業 ㈱建修コーポレート
八幡市 サービス業 FURAN
八幡市 娯楽業 竹取温泉　灯りの湯
八幡市 娯楽業 八幡市立松花堂庭園・美術館
八幡市 その他 宗教法人　飛行神社
八幡市 その他 はらだ整骨院
八幡市 その他 りらくる京都八幡店
八幡市 その他 やまもとファミリー歯科医院
八幡市 その他 田中接骨院
八幡市 その他 淀川河川公園　淀川三川合流域　さくらであい館
八幡市 その他 一般財団法人公園財団淀川河川公園管理センター

八幡市 その他 松花堂ふれあい市
八幡市 その他 NPO法人　八幡たけくらぶ
八幡市 その他 ㈱松田林田保険事務所
八幡市 その他 有限会社京都報徳会計社
八幡市 その他 まえだ接骨院
京田辺市 建設業 藤本建設
京田辺市 建設業 都造園土木㈱
京田辺市 建設業 筒城造園土木㈱
京田辺市 建設業 大知住建株式会社
京田辺市 建設業 株式会社　東建設
京田辺市 建設業 有限会社アークス
京田辺市 建設業 ㈱インテリアムツミ
京田辺市 建設業 ㈱田辺ガス
京田辺市 建設業 牧草総合設計㈱学研支社
京田辺市 建設業 ㈱西川造園
京田辺市 建設業 TIS WORK
京田辺市 建設業 株式会社野原工務店
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京田辺市 建設業 ㈲戸川工産
京田辺市 建設業 ハウスクリーンＣＯＣＯ
京田辺市 建設業 森下康治
京田辺市 建設業 木村工務店
京田辺市 建設業 株式会社　企連
京田辺市 建設業 株式会社　北洋工機
京田辺市 建設業 株式会社古橋冷暖房設備
京田辺市 製造業 ㈱オプトシステム本社
京田辺市 製造業 ㈱オプトシステム本社工場
京田辺市 製造業 (株)ヒロミツ製作所
京田辺市 製造業 オオクマ・ソリューション関西㈱
京田辺市 製造業 京漬物匠 岡之園
京田辺市 製造業 ムーラン松井山手店
京田辺市 運輸業 山城ヤサカタクシー
京田辺市 運輸業 ㈱マルコーエクスプレス京田辺営業所
京田辺市 運輸業 ㈱マルコーエクスプレス本社
京田辺市 運輸業 株式会社ウイング
京田辺市 運輸業 西商ライン株式会社
京田辺市 卸売業 株式会社なごみ
京田辺市 小売業 牛匠かぐら
京田辺市 小売業 今村芳翠園本舗
京田辺市 小売業 仲井芳東園
京田辺市 小売業 MAIKO茶ブティック
京田辺市 小売業 アクセルオンビューティー
京田辺市 小売業 エディオン三山木電器店
京田辺市 小売業 ガリバー京田辺店
京田辺市 小売業 サンフレッシュ田辺店
京田辺市 小売業 サンフレッシュ三山木店
京田辺市 小売業 ダイソーアルプラザ京田辺店
京田辺市 小売業 ダイソーブランチ松井山手店
京田辺市 小売業 京都キョーワズ珈琲　ＢＲＡＮＣＨ松井山手店
京田辺市 小売業 榮吉屋
京田辺市 小売業 普賢寺ふれあいの駅
京田辺市 小売業 ローソン田辺同志社前店
京田辺市 小売業 都茶寮
京田辺市 小売業 SHINKI 京田辺店
京田辺市 小売業 田中屋
京田辺市 小売業 高橋商事㈱　セルフ三山木給油所
京田辺市 小売業 高橋商事㈱　田辺給油所
京田辺市 小売業 シンキ　京田辺店
京田辺市 小売業 ㈱奥西緑芳園
京田辺市 小売業 三和薬局
京田辺市 小売業 松利
京田辺市 小売業 信盛堂
京田辺市 小売業 ㈱古川ミシン電業社
京田辺市 小売業 コープ京田辺
京田辺市 小売業 コモドポスト
京田辺市 小売業 アルプラザ京田辺ふれぐらんす誠心堂
京田辺市 小売業 京仏壇　誠心堂
京田辺市 小売業 ホームセンターコーナン京田辺店
京田辺市 小売業 与楽 松井ヶ丘店
京田辺市 小売業 タカダ事務機㈱南京都支店
京田辺市 小売業 ふじ岡
京田辺市 小売業 べーぐる工房あるから
京田辺市 小売業 ㈲ユアサモーターワークス
京田辺市 小売業 山城書店
京田辺市 小売業 井上精肉店
京田辺市 小売業 パティスリーアーブル
京田辺市 小売業 ケーズデンキ　松井山手店
京田辺市 小売業 ローソン京田辺山手西店
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所在地（市区町村） 業種区分 店舗・事業所名

京田辺市 小売業 ミートショップヒライ
京田辺市 小売業 京呉服　やましろ屋
京田辺市 小売業 食パン専門店　ふじ岡
京田辺市 小売業 ジェムスタジオ　イトウ
京田辺市 小売業 髙見牧場　京田辺店
京田辺市 小売業 ナチュールシロモト松井山手本店
京田辺市 小売業 オーダースーツaiiro
京田辺市 小売業 JA京都やましろ農産物直売所京田辺店　にこにこ市
京田辺市 小売業 からあげ喜、きてん
京田辺市 小売業 はるな亭
京田辺市 小売業 光栄通商株式会社
京田辺市 不動産・賃貸業 バン・ネットシステム
京田辺市 不動産・賃貸業 バン・ネットシステム京都支店
京田辺市 不動産・賃貸業 バン・ネットシステム同志社前店
京田辺市 不動産・賃貸業 住まい・る
京田辺市 不動産・賃貸業 芝
京田辺市 不動産・賃貸業 ヌーベル・ヴィー
京田辺市 不動産・賃貸業 有限会社ペントハウス
京田辺市 宿泊業 HOTEL水春松井山手
京田辺市 飲食業 レストラン　ルスティク
京田辺市 飲食業 月の呑場
京田辺市 飲食業 焼肉家蔵
京田辺市 飲食業 夕夜月
京田辺市 飲食業 Dining Room Jo
京田辺市 飲食業 株式会社治元錦わらい松井山手店
京田辺市 飲食業 中国料理　香
京田辺市 飲食業 プチフルール
京田辺市 飲食業 マクドナルド京田辺アルプラザ店
京田辺市 飲食業 洋風居酒屋AGORA
京田辺市 飲食業 マクドナルド山城田辺店
京田辺市 飲食業 バリシャス
京田辺市 飲食業 串カツJIRO
京田辺市 飲食業 村さ来新田辺店
京田辺市 飲食業 BALGO
京田辺市 飲食業 イタリアンバールゴンズ
京田辺市 飲食業 京田辺水春亭
京田辺市 飲食業 やまぼうし
京田辺市 飲食業 笹屋伊織　ブランチ松井山手店
京田辺市 飲食業 宇を茂（うをも）
京田辺市 飲食業 お好みの国　愛華
京田辺市 飲食業 御料理 大扇
京田辺市 飲食業 ちきんはうす
京田辺市 飲食業 焼肉屋問屋いちよし
京田辺市 飲食業 山かげ
京田辺市 飲食業 ア・ターブル
京田辺市 飲食業 お好み焼き・鉄板焼き　ももたろう
京田辺市 飲食業 とりのすけ　京田辺店
京田辺市 飲食業 MANAHA Terrace
京田辺市 飲食業 魚為
京田辺市 飲食業 七輪焼肉　肉屋
京田辺市 飲食業 ビストロ・トレアドール
京田辺市 飲食業 よつ葉CAFÉ
京田辺市 飲食業 鶏のジョージ　新田辺西口駅前店
京田辺市 飲食業 山内農場　新田辺西口駅前店
京田辺市 飲食業 目利きの銀次　新田辺西口駅前店
京田辺市 飲食業 餃子の王将 新田辺店
京田辺市 飲食業 梅の花　松井山手店
京田辺市 飲食業 ぐるま亭
京田辺市 飲食業 ココス京田辺店
京田辺市 飲食業 さんさん山城コミュニティカフェ
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京田辺市 飲食業 時代屋
京田辺市 飲食業 旬菜ダイニング　和我屋
京田辺市 飲食業 炭火焼鳥　美鶏
京田辺市 飲食業 創作料理まつお
京田辺市 飲食業 ドミノ・ピザ　松井山手
京田辺市 飲食業 パブハウス　プラスワン
京田辺市 飲食業 ピザ・リトルパーティー新田辺店
京田辺市 飲食業 株式会社prize.先斗町魯ビン
京田辺市 飲食業 お好み焼・鉄板焼　きん太　松井山手店
京田辺市 飲食業 庵
京田辺市 飲食業 鉄板バル藤村商店
京田辺市 飲食業 二八一休
京田辺市 飲食業 焙煎工房　珈琲＆紅茶館
京田辺市 飲食業 ハセイチ珈琲
京田辺市 飲食業 和食さとフレスト松井山手店
京田辺市 飲食業 和食さと京田辺店
京田辺市 飲食業 ガスト　新田辺店
京田辺市 飲食業 居酒屋めいじ
京田辺市 飲食業 ガスト　松井山手店
京田辺市 飲食業 しゃぶ葉 松井山手店
京田辺市 飲食業 むさしの森珈琲  松井山手店
京田辺市 飲食業 Pizzeria PariarE
京田辺市 飲食業 カフェ・ヴィトリエ
京田辺市 飲食業 よってこ屋
京田辺市 飲食業 taka m taka café
京田辺市 飲食業 ばんば家
京田辺市 飲食業 朝日屋ブランチ松井山手店
京田辺市 飲食業 味処　波津美
京田辺市 飲食業 手打ちそば　藤与志
京田辺市 飲食業 天狗櫻
京田辺市 飲食業 はらいっぱい
京田辺市 飲食業 焼肉ダイニングなごみ
京田辺市 飲食業 あじ彩　アル・プラザ京田辺店
京田辺市 飲食業 鳥貴族京田辺店
京田辺市 飲食業 鳥貴族同志社前店
京田辺市 飲食業 いっぷく屋
京田辺市 飲食業 ルイジアナ・ママ京田辺店
京田辺市 飲食業 MELANGE De SHUHARI
京田辺市 飲食業 京田辺 塩元帥
京田辺市 飲食業 コメダ珈琲店 京田辺三山木店
京田辺市 飲食業 ハンバーグダイニングたくみ
京田辺市 飲食業 や台ずし新田辺駅東口町
京田辺市 飲食業 来来亭　京田辺店
京田辺市 飲食業 カレーハウスCoCo壱番屋  京田辺松井山手店
京田辺市 飲食業 ケンタッキーフライドチキン　アル・プラザ京田辺店
京田辺市 飲食業 清風亭
京田辺市 飲食業 手打ち蕎麦　楽庵
京田辺市 飲食業 肉バルodd Mix
京田辺市 飲食業 李朝園　松井山手店
京田辺市 飲食業 sugakiya 京田辺アルプラザ店
京田辺市 飲食業 ステーキハウスＴＡＫＡＭＩ
京田辺市 飲食業 旨味屋
京田辺市 飲食業 とも
京田辺市 飲食業 Blanc de Blanc Bakery
京田辺市 飲食業 珈琲館　フレスト松井山手店
京田辺市 飲食業 アラブ家庭料理店七つの丘Seven Hills
京田辺市 飲食業 インド・ネパール料理　ISHWAR  イショル
京田辺市 飲食業 鎌倉パスタ　松井山手店
京田辺市 飲食業 レストランすいず
京田辺市 飲食業 和心(なごみ）
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京田辺市 飲食業 大阪王将 京田辺店
京田辺市 飲食業 ならびや
京田辺市 飲食業 すき家　京田辺興戸店
京田辺市 飲食業 もどりばだんだんみんなのおうち
京田辺市 飲食業 ディマンシュ
京田辺市 飲食業 モーネ
京田辺市 飲食業 なか卯　新田辺店
京田辺市 飲食業 レストランボアドベール
京田辺市 飲食業 松のや　松井山手店
京田辺市 飲食業 ジョイフル　京都新田辺店
京田辺市 飲食業 カラオケバー　ぴあの
京田辺市 飲食業 株式会社RScompany
京田辺市 飲食業 京田辺三山木食堂
京田辺市 飲食業 株式会社ジョイフル関西　京都新田辺店
京田辺市 飲食業 らーめん　ぎん琉
京田辺市 飲食業 アマーク・ド・パラディ  ラッテ
京田辺市 飲食業 てるみ家
京田辺市 飲食業 お好み焼　天満
京田辺市 飲食業 漢のせんべろ酒場　衣川昂次
京田辺市 飲食業 PubHouse PLUS ONE田辺本店
京田辺市 飲食業 太呂　京田辺店
京田辺市 飲食業 和創作ダイニング MOMIJI
京田辺市 飲食業 イタリアンバルGon's
京田辺市 飲食業 ドリンク&デザートバーPATIO
京田辺市 飲食業 ココロキッチン
京田辺市 飲食業 SHOT BAR HONEY
京田辺市 飲食業 ず～う
京田辺市 飲食業 さまさま
京田辺市 飲食業 ダイニングバル　ライカ
京田辺市 飲食業 喫茶カラオケ　ラン
京田辺市 飲食業 香辛房
京田辺市 飲食業 木の葉亭、さくらカリー
京田辺市 飲食業 SINGER ROCK BAR
京田辺市 飲食業 レストラン銀風
京田辺市 飲食業 お好み焼　内海
京田辺市 飲食業 オートプロデュースウエムラ
京田辺市 飲食業 のんすけ
京田辺市 飲食業 京鴨料理・和
京田辺市 飲食業 肉ジロー
京田辺市 飲食業 喫茶　ラポ
京田辺市 飲食業 お茶の玉宗園アルプラザ京田辺店
京田辺市 飲食業 RiCH
京田辺市 飲食業 ちゃいちゃい
京田辺市 飲食業 ハッケン酒場京田辺店
京田辺市 飲食業 ㈱I.D.H
京田辺市 飲食業 こぶや亭
京田辺市 サービス業 Lila
京田辺市 サービス業 SPA＆HOTEL水春　松井山手
京田辺市 サービス業 アーデントバルベーロ
京田辺市 サービス業 カラオケスナックねね
京田辺市 サービス業 ピットハウス
京田辺市 サービス業 ヘアーカラー専門店染匠
京田辺市 サービス業 TONE BODY
京田辺市 サービス業 市位整骨院・鍼灸院
京田辺市 サービス業 進学塾TEAMK
京田辺市 サービス業 セルフDr'sカフェ
京田辺市 サービス業 ナチュラルアロマサロンUrara
京田辺市 サービス業 ゆるり村
京田辺市 サービス業 	京進小中部　京田辺校
京田辺市 サービス業 (一社)田辺カントリー倶楽部
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京田辺市 サービス業 BEC 英会話　松井山手校
京田辺市 サービス業 BEC 英会話　同志社山手校
京田辺市 サービス業 GC京都南ガイア京田辺店
京田辺市 サービス業 KSCタナベ
京田辺市 サービス業 スポーツジム　シゲキング
京田辺市 サービス業 ヨガスタジオTAMISA　松井山手スタジオ
京田辺市 サービス業 ㈱京都あんしん保険
京田辺市 サービス業 京進スクール・ワン 京田辺教室
京田辺市 サービス業 京進スクール・ワン 松井山手教室
京田辺市 サービス業 京進小中部 松井山手校
京田辺市 サービス業 ECC外語学院　新田辺校
京田辺市 サービス業 エニタイムフィットネス松井山手店
京田辺市 サービス業 パーソナルトレーニングスタジオＮＥＸＵＳ
京田辺市 サービス業 まり音楽教室
京田辺市 サービス業 YOSAPARK  MOMIの木
京田辺市 サービス業 スタジオ蔵
京田辺市 サービス業 ヘアーメイク　リアン
京田辺市 サービス業 ＮＹＮＹ　松井山手店
京田辺市 サービス業 ＮＹＮＹ　新田辺店
京田辺市 サービス業 大住よつばはりきゅう整骨院
京田辺市 サービス業 クリーニングルビー　いそかわ田辺店
京田辺市 サービス業 ゴールフリー　新田辺教室
京田辺市 サービス業 ゴールフリー　松井山手教室
京田辺市 サービス業 ゴールフリー　三山木教室
京田辺市 サービス業 東進　松井山手校
京田辺市 サービス業 成基学園　松井山手教室
京田辺市 サービス業 SOUP HAIR
京田辺市 サービス業 居宅介護支援事業所
京田辺市 サービス業 ジュビランまき
京田辺市 サービス業 田辺病院
京田辺市 サービス業 テイクケアあおぞら
京田辺市 サービス業 デイサービスみやまき
京田辺市 サービス業 牧草コンサルタンツ㈱
京田辺市 サービス業 三山木診療所
京田辺市 サービス業 バーバーショップ　リプレイ
京田辺市 サービス業 FACE×FACE
京田辺市 サービス業 wakuwa hair art
京田辺市 サービス業 理容　加藤
京田辺市 サービス業 夢職人
京田辺市 サービス業 和豊美容室
京田辺市 サービス業 モトショップ・ビッグワン
京田辺市 サービス業 片岡司法書士事務所
京田辺市 サービス業 谷口自動車株式会社
京田辺市 サービス業 ㈱カーニバル　カーニバルクリーニングコープ京田辺店
京田辺市 サービス業 ヘアカラー専門店染匠
京田辺市 サービス業 OSHARE DOROBO bis
京田辺市 サービス業 ＰＯＬＡ美・ａｎ
京田辺市 サービス業 ＰＯＬＡ美・ａｎ松井山手
京田辺市 サービス業 marble hair
京田辺市 サービス業 カーニバルクリーニング　コープ京田辺店
京田辺市 サービス業 まえだ整骨院
京田辺市 サービス業 オートクラフト
京田辺市 サービス業 hair Garage
京田辺市 サービス業 ホームテック絆
京田辺市 サービス業 リラクゼーションアロマサロン「n」
京田辺市 サービス業 Fレンタカーみやこ株式会社　京田辺店
京田辺市 サービス業 Es Hair Room
京田辺市 サービス業 ツツミ美容室
京田辺市 サービス業 美容室エンゼル
京田辺市 サービス業 未来教育やまぎわ塾
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京田辺市 サービス業 ケイ・コンサルティングサービス
京田辺市 サービス業 カメラのトモミ堂
京田辺市 サービス業 施術所ひびき庵
京田辺市 サービス業 Canidressy京田辺店
京田辺市 サービス業 カットスタジオBe
京田辺市 サービス業 ネイル屋さんナチュール
京田辺市 サービス業 ネッツトヨタヤサカALAL京田辺店
京田辺市 サービス業 京都北野美人研究所
京田辺市 サービス業 イーズサロン　松井山手店
京田辺市 サービス業 ボディケアサロン　CORD‐コード‐
京田辺市 サービス業 隠れ家サロン　cocon
京田辺市 サービス業 ベック英会話　同志社山手校
京田辺市 サービス業 カットスペースサンクチュアリ
京田辺市 サービス業 cuore hair
京田辺市 サービス業 むらかみ整骨院　京田辺
京田辺市 サービス業 ネイルサロン　コフレ
京田辺市 サービス業 メナードフェイシャルサロン京田辺東
京田辺市 娯楽業 田阪スポーツ
京田辺市 娯楽業 コーラスライン
京田辺市 娯楽業 ステーションボウル新田辺
京田辺市 娯楽業 ビックディッパー田辺店
京田辺市 娯楽業 カラオケ　CAFE&Bar ぴあの
京田辺市 娯楽業 ミニラウンジ　オオスミ
京田辺市 娯楽業 カラオケルームJOY
京田辺市 その他 山城田辺自動車学校
京田辺市 その他 B-fit松井山手
京田辺市 その他 さおしたピアノ教室
京田辺市 その他 スマイルライフ㈱
京田辺市 その他 施術所ひびき庵
京田辺市 その他 新田辺郵便局
京田辺市 その他 トトロ整骨院
京田辺市 その他 たばた整骨院
京田辺市 その他 おおはた歯科クリニック
京田辺市 その他 タイヤハウス京都店
京田辺市 その他 りらくる京田辺店
京田辺市 その他 たいよう鍼灸整骨院
京田辺市 その他 和整骨院
京田辺市 その他 ピザ・リトルパーティー新田辺店
京田辺市 その他 わたせ歯科医院
京田辺市 その他 大久保接骨院
京田辺市 その他 髙橋鍼灸院
京田辺市 その他 ホームケルン㈱
京田辺市 その他 大久保整骨院
京田辺市 その他 手もみ総本店　京田辺店
京田辺市 その他 保険デザイン フレスト松井山手店
京田辺市 その他 ソハロボセンター
京田辺市 その他 デイサービスいちご
京田辺市 その他 リハロボセンター向日葵
京田辺市 その他 京都信用金庫　田辺支店
京田辺市 その他 京都信用金庫　松井山手支店
京田辺市 その他 京都信用金庫　三木山支店
京田辺市 その他 たけむらクリニック
京田辺市 その他 遥セレモニーホール京田辺
京田辺市 その他 NMR株式会社
京田辺市 その他 タイヤハウスＵＡＰ京都
京田辺市 その他 松井山手西川歯科医院
京田辺市 その他 医療法人一元会　松井山手西川歯科医院
京田辺市 その他 医療法人一元会　松井山手西川歯科医院　ペリオ・インプラントクリニック

京田辺市 その他 永野涼子声楽ボーカル教室
京田辺市 その他 NPO法人　京田辺シュタイナー学校
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京田辺市 その他 耳鼻咽喉科村上クリニック
京田辺市 その他 うえのクリニック
京田辺市 その他 輝保
京田辺市 その他 まえだ整骨院
京田辺市 その他 伊藤屋株式会社　京田辺支店
京丹後市 建設業 セキュリティハウス京都北　峰山営業所
京丹後市 建設業 冨田電気通信株式会社
京丹後市 建設業 峰山生コンクリート協同組合
京丹後市 建設業 ㈱コヒガシ
京丹後市 建設業 奥田建具店
京丹後市 建設業 今井建設株式会社
京丹後市 製造業 吉岡酒造場
京丹後市 製造業 株式会社SEACRAFT
京丹後市 製造業 京丹後ＢＦ株式会社
京丹後市 製造業 ロイヤル　メリー
京丹後市 製造業 ㈱タムラ
京丹後市 製造業 浅井プラパーツ株式会社
京丹後市 製造業 株式会社川口金属
京丹後市 製造業 株式会社　吉岡商店
京丹後市 運輸業 久美浜観光バス　有限会社
京丹後市 運輸業 京都さくら観光
京丹後市 運輸業 介護タクシーきりむら
京丹後市 運輸業 丹後海陸交通㈱間人案内所
京丹後市 運輸業 丹後海陸交通㈱峰山案内所
京丹後市 運輸業 網野タクシー株式会社
京丹後市 卸売業 株式会社タナカ善　丹後出張所
京丹後市 卸売業 ニシムラ株式会社　丹後営業所
京丹後市 卸売業 ㈱山本商店
京丹後市 小売業 衣料のわだ
京丹後市 小売業 栄和洋品
京丹後市 小売業 ㈱丹後乳販京丹後店
京丹後市 小売業 ナガセ
京丹後市 小売業 ムロタ時計店
京丹後市 小売業 ㈲村岡助蔵商店　米販売所
京丹後市 小売業 MORINO
京丹後市 小売業 一心堂
京丹後市 小売業 サラダ館　弥栄店
京丹後市 小売業 ダガシヤ　トキテツ
京丹後市 小売業 松本燃料株式会社
京丹後市 小売業 稲千代商店
京丹後市 小売業 いの屋
京丹後市 小売業 有限会社足与商店
京丹後市 小売業 アミティ丹後
京丹後市 小売業 株式会社亀田屋
京丹後市 小売業 (株)丸善書店　網野店
京丹後市 小売業 (株)丸善書店　マイン店
京丹後市 小売業 サイクルショップ　ヤマモト
京丹後市 小売業 ダイソーエール峰山店
京丹後市 小売業 ダイソー丹後大宮店
京丹後市 小売業 道の駅てんきてんき丹後
京丹後市 小売業 メガネのアイ　網野店
京丹後市 小売業 メガネのアイ　大宮店
京丹後市 小売業 山本うなぎ店
京丹後市 小売業 ㈱三洋商事網野営業所
京丹後市 小売業 宮田教育堂　京丹後センター
京丹後市 小売業 BshopKUMIHAMA店
京丹後市 小売業 HEART
京丹後市 小売業 select shop ET CETERA
京丹後市 小売業 三豊綾部店
京丹後市 小売業 三豊大宮店
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京丹後市 小売業 三豊本店
京丹後市 小売業 愛菜館
京丹後市 小売業 丹後匠庵
京丹後市 小売業 淀徳書店丹後大宮店
京丹後市 小売業 淀徳商店外商部
京丹後市 小売業 淀徳商店本店
京丹後市 小売業 丹後きものセンター・株式会社ダイキュー
京丹後市 小売業 ホンダカーズ京丹後 網野店
京丹後市 小売業 ホンダカーズ京丹後 峰山店
京丹後市 小売業 野村釣具店
京丹後市 小売業 原武薬局
京丹後市 小売業 ファイテン京丹後特約店・野村釣具店
京丹後市 小売業 平七水産　間人本店
京丹後市 小売業 平七水産　マイン店
京丹後市 小売業 ENEOS峰山SS
京丹後市 小売業 エナジーランド大宮SS
京丹後市 小売業 株式会社ヤマダデンキ　テックランド京丹後店
京丹後市 小売業 木下酒造　有限会社
京丹後市 小売業 木下酒造㈲
京丹後市 小売業 戸田風月堂
京丹後市 小売業 ㈲ジョイクックおくだ
京丹後市 小売業 ブーランジェリータカタ
京丹後市 小売業 かにはん
京丹後市 小売業 くみはまＳＡＮＫＡＩＫＡＮ
京丹後市 小売業 御菓子司　あん
京丹後市 小売業 フレッシュバザール峰山パーク店
京丹後市 小売業 フレッシュバザール網野店
京丹後市 小売業 マルヨシ書店
京丹後市 小売業 森酒店
京丹後市 小売業 ファッションプラザモア
京丹後市 宿泊業 梅田荘
京丹後市 宿泊業 喜久屋旅館
京丹後市 宿泊業 ホテルつかさ峰山
京丹後市 宿泊業 古谷屋
京丹後市 宿泊業 料理旅館　琴海
京丹後市 宿泊業 宇川温泉よし野の里
京丹後市 宿泊業 うまし宿　とト屋
京丹後市 宿泊業 木津館
京丹後市 宿泊業 気分はればれ
京丹後市 宿泊業 はなれ風香
京丹後市 宿泊業 はなれ櫂
京丹後市 宿泊業 別館　浜乃屋
京丹後市 宿泊業 本館　浜乃屋
京丹後市 宿泊業 みなと悠悠
京丹後市 宿泊業 民宿　海盛
京丹後市 宿泊業 リゾーピア久美浜
京丹後市 宿泊業 瑠景楼
京丹後市 宿泊業 一望館
京丹後市 宿泊業 雨情草庵
京丹後市 宿泊業 佳松苑
京丹後市 宿泊業 昭恋館よ志のや
京丹後市 宿泊業 水辺のホテル小さな白い花
京丹後市 宿泊業 丹後の湯宿　ゑびすや
京丹後市 宿泊業 ㈲すずらん
京丹後市 宿泊業 ㈲ダイメイ
京丹後市 宿泊業 旅館　海幸
京丹後市 宿泊業 海舟・カイシュウ株式会社
京丹後市 宿泊業 旬の宿たかうら
京丹後市 宿泊業 つるや
京丹後市 宿泊業 プラザホテル吉翠苑
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京丹後市 宿泊業 海の宿　隆進
京丹後市 宿泊業 丹後の湯宿ゑびすや・株式会社ゑびすや
京丹後市 宿泊業 民宿　尾江
京丹後市 宿泊業 民宿　菊水
京丹後市 宿泊業 民宿　坂本屋
京丹後市 宿泊業 宿居　三養荘
京丹後市 宿泊業 お宿　五郎兵衛
京丹後市 宿泊業 きもと　湖の四季・こばま株式会社
京丹後市 宿泊業 久美浜温泉㈱　久美浜温泉　湯元館
京丹後市 宿泊業 古民家　吾平治
京丹後市 宿泊業 里の宿　康ノ家
京丹後市 宿泊業 シーサイド佐竹
京丹後市 宿泊業 シティホテル峰山
京丹後市 宿泊業 みなと荘
京丹後市 宿泊業 民宿　福田
京丹後市 宿泊業 海のしずく　こやど　石
京丹後市 宿泊業 浜辺の宿　海の華
京丹後市 宿泊業 旅館　小天橋
京丹後市 宿泊業 和のオーベルジュ　まつつる
京丹後市 宿泊業 HOTEL HOLIDAY HOME
京丹後市 宿泊業 かねみつ
京丹後市 宿泊業 セントラーレ・ホテル京丹後
京丹後市 宿泊業 天女の里
京丹後市 宿泊業 バケーションレンタル夕映え邸
京丹後市 宿泊業 まつかぜ
京丹後市 宿泊業 地魚料理の宿　新海荘
京丹後市 宿泊業 岬別館岩城
京丹後市 宿泊業 民宿　越前屋
京丹後市 宿泊業 夕凪
京丹後市 宿泊業 ホテル丹後王国
京丹後市 宿泊業 民宿わだ
京丹後市 宿泊業 碧翠御苑
京丹後市 宿泊業 バーベキューガーデン無人島
京丹後市 宿泊業 鴻の鶴温泉　民宿とくらの宿
京丹後市 宿泊業 サンリゾートダイドウ株式会社
京丹後市 宿泊業 民宿　砂の館
京丹後市 宿泊業 茜海旅館
京丹後市 宿泊業 海山荘　クリワキの箱　
京丹後市 宿泊業 株式会社　友善
京丹後市 宿泊業 静花扇
京丹後市 宿泊業 ニュー丸田荘
京丹後市 宿泊業 みのり旅館
京丹後市 宿泊業 民宿　あさひ
京丹後市 宿泊業 料理旅館　夕日ヶ浦
京丹後市 宿泊業 りょかん　かとう
京丹後市 宿泊業 旅館　浜舟
京丹後市 宿泊業 御宿　矢吉
京丹後市 宿泊業 民宿むらきた
京丹後市 宿泊業 民宿よしのや
京丹後市 宿泊業 旅館いまい・いまい有限会社
京丹後市 宿泊業 本陣粋月
京丹後市 宿泊業 旅館　まつや
京丹後市 宿泊業 炭平旅館
京丹後市 宿泊業 海雲館
京丹後市 宿泊業 奥の庄
京丹後市 宿泊業 民宿かず子
京丹後市 宿泊業 丹後温泉はしうど荘
京丹後市 宿泊業 海の華
京丹後市 宿泊業 民宿　かにの宿
京丹後市 宿泊業 料理民宿矢谷



ステッカー交付一覧（2021/02/19）
所在地（市区町村） 業種区分 店舗・事業所名

京丹後市 宿泊業 シーサイド西中
京丹後市 宿泊業 合同会社味宿きぬや
京丹後市 宿泊業 和みの宿　三幸
京丹後市 宿泊業 アワノ旅館
京丹後市 宿泊業 五色浜荘かとう別館
京丹後市 宿泊業 民宿　寿
京丹後市 宿泊業 くつろぎの宿　浜や
京丹後市 宿泊業 くろだ屋
京丹後市 宿泊業 農家民泊　温古里
京丹後市 宿泊業 ペンション　晴れたり曇ったり
京丹後市 宿泊業 ペンション　晴れたり曇ったり　パート2
京丹後市 宿泊業 潮里荘
京丹後市 宿泊業 里美荘
京丹後市 宿泊業 和み庵　空と海
京丹後市 宿泊業 レイクサイド琴引
京丹後市 宿泊業 海を望む宿　澄海
京丹後市 宿泊業 八丁浜小浜温泉　料理民宿　いながき
京丹後市 宿泊業 なかむらや旅館
京丹後市 宿泊業 民宿みちこ
京丹後市 宿泊業 赤岩旅館
京丹後市 宿泊業 waterside cottage Heron
京丹後市 宿泊業 山和荘～磯ノ香～
京丹後市 宿泊業 民宿　梅田荘
京丹後市 飲食業 居酒屋いもやん
京丹後市 飲食業 四季彩の串揚げ新太
京丹後市 飲食業 湖はん
京丹後市 飲食業 居酒屋、味平
京丹後市 飲食業 株式会社とり松
京丹後市 飲食業 SIZUKAPAPA
京丹後市 飲食業 あじ富
京丹後市 飲食業 居酒屋壱エもん
京丹後市 飲食業 居酒屋てんてん
京丹後市 飲食業 株式会社Oe-solutiom（焼肉酒場ぎゅう宴）
京丹後市 飲食業 栄
京丹後市 飲食業 中摠丹後・中山商事株式会社
京丹後市 飲食業 真心庵
京丹後市 飲食業 実らくや
京丹後市 飲食業 麺倶楽亭
京丹後市 飲食業 焼肉の丸善間人店
京丹後市 飲食業 Honobonoかふぇ
京丹後市 飲食業 Hotel&Dining Kissuien
京丹後市 飲食業 愛染
京丹後市 飲食業 御食事処　たら福
京丹後市 飲食業 柿の木
京丹後市 飲食業 かざぐるま
京丹後市 飲食業 餃子の王将　峰山店
京丹後市 飲食業 餃子の王将　与謝野店
京丹後市 飲食業 スナック小鈴
京丹後市 飲食業 三河屋
京丹後市 飲食業 みその
京丹後市 飲食業 メンバーズ　きらら
京丹後市 飲食業 味喜屋・有限会社ヤスイフーズ
京丹後市 飲食業 安安・有限会社ヤスイフーズ
京丹後市 飲食業 オースティン
京丹後市 飲食業 中華料理"泰山"
京丹後市 飲食業 トマト＆オニオン峰山店
京丹後市 飲食業 料理"万一"
京丹後市 飲食業 和風レストラン鼓鍋
京丹後市 飲食業 あかり
京丹後市 飲食業 碇高原ステーキハウス
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京丹後市 飲食業 お食事処　味な
京丹後市 飲食業 久美浜温泉㈱　焼肉レストラン　サンタ
京丹後市 飲食業 小金
京丹後市 飲食業 シーサイドレストラン　サラ
京丹後市 飲食業 34FLOWER＆CAFÉ
京丹後市 飲食業 Reception Garden
京丹後市 飲食業 あさの食堂
京丹後市 飲食業 千丈敷
京丹後市 飲食業 ろあん久美浜店
京丹後市 飲食業 イタリア料理Aonone
京丹後市 飲食業 ナマステ
京丹後市 飲食業 堅木屋
京丹後市 飲食業 マクドナルド176宮津店
京丹後市 飲食業 マクドナルド312峰山新町店
京丹後市 飲食業 料理旅館てり吉
京丹後市 飲食業 藤右エ門南店別館・藤右エ門南店
京丹後市 飲食業 麺屋ここらじ亭
京丹後市 飲食業 スナック　Angel
京丹後市 飲食業 網野観光開発有限会社
京丹後市 飲食業 お食事処なかじま
京丹後市 飲食業 Organic cafe てんとうむしばたけ
京丹後市 飲食業 たつや
京丹後市 飲食業 特定非営利活動法人わくわくする久美浜をつくる会
京丹後市 飲食業 花水木
京丹後市 飲食業 ミルク工房そら
京丹後市 飲食業 うどん処坪新
京丹後市 飲食業 あみの開晴亭
京丹後市 飲食業 神戸水産カフェ
京丹後市 飲食業 天龍
京丹後市 飲食業 ぐらんま
京丹後市 飲食業 たどり月
京丹後市 飲食業 やきとり大吉峰山店
京丹後市 飲食業 きくのや
京丹後市 飲食業 たこ笑
京丹後市 飲食業 藤右エ門南店
京丹後市 飲食業 かさい食堂
京丹後市 飲食業 くれ竹
京丹後市 飲食業 座しき笑子
京丹後市 飲食業 天の酒喰
京丹後市 飲食業 七輪
京丹後市 飲食業 タカジン
京丹後市 飲食業 廻る弁慶寿司　大宮店
京丹後市 飲食業 旬彩武蔵
京丹後市 飲食業 パナソニックフォト・ライティング久美浜㈱内食堂
京丹後市 飲食業 居酒屋右京
京丹後市 飲食業 すき家 312号峰山店
京丹後市 飲食業 たこ焼&餃子焔峰山店
京丹後市 飲食業 な花な華
京丹後市 飲食業 喫茶ロペ
京丹後市 飲食業 焼肉ソウル
京丹後市 飲食業 天風　
京丹後市 飲食業 居酒屋いなえ
京丹後市 飲食業 フードコート七姫殿
京丹後市 飲食業 ラーメン藤　丹後店
京丹後市 飲食業 丹後ひもの屋
京丹後市 飲食業 あみけん
京丹後市 飲食業 居酒屋かわ田
京丹後市 飲食業 ゴジアミ
京丹後市 飲食業 スシロー京丹後店
京丹後市 飲食業 中国料理火山
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京丹後市 飲食業 ミスタードーナツ峰山マイン
京丹後市 飲食業 カフェミツバチ
京丹後市 飲食業 ベル
京丹後市 飲食業 鉄板焼　うちんく
京丹後市 飲食業 居酒屋八福神
京丹後市 飲食業 炭火焼肉もしもしかめ
京丹後市 飲食業 紫野和久傳　工房レストラン　wakuden　ＭＯＲＩ
京丹後市 飲食業 道の駅てんきてんき丹後
京丹後市 飲食業 和風barゆず
京丹後市 飲食業 スナック 颯紀
京丹後市 飲食業 かるねーじゅ
京丹後市 飲食業 居酒屋ごっちゃん
京丹後市 飲食業 居酒屋　てやんでい
京丹後市 飲食業 古Ryu
京丹後市 飲食業 手打ちそば　土肥
京丹後市 飲食業 居酒屋エビス
京丹後市 飲食業 焔　峰山
京丹後市 飲食業 肴菜家ばく
京丹後市 飲食業 ラウンジドルフィン
京丹後市 飲食業 めし屋市ごろう
京丹後市 飲食業 居酒屋喜笑
京丹後市 飲食業 焼肉金竜
京丹後市 飲食業 シルクロード
京丹後市 飲食業 翠鳳
京丹後市 飲食業 マーキーズMCカフェ
京丹後市 飲食業 スナック静
京丹後市 飲食業 くぬぎ林
京丹後市 飲食業 和だいにんぐ蔵人
京丹後市 飲食業 平源
京丹後市 飲食業 旬菜鮮肴　ふかたべ
京丹後市 飲食業 来る来る亭
京丹後市 飲食業 レストラン縁
京丹後市 飲食業 酔って屋
京丹後市 飲食業 スナック智
京丹後市 飲食業 JAJA
京丹後市 飲食業 JAJA2
京丹後市 飲食業 伽羅
京丹後市 飲食業 丸亀製麺京丹後
京丹後市 飲食業 焼肉丸善
京丹後市 飲食業 大吉寿司
京丹後市 飲食業 ジャスト
京丹後市 飲食業 スナック小鳥
京丹後市 飲食業 ナイトｉｎナイト
京丹後市 飲食業 酔処　隠居
京丹後市 飲食業 M3dining
京丹後市 飲食業 民宿ちどり
京丹後市 飲食業 おばんざい　えん
京丹後市 飲食業 みやび
京丹後市 飲食業 すなっく　志保
京丹後市 飲食業 Bar　人魚姫
京丹後市 飲食業 喫茶　学園坂
京丹後市 飲食業 千代乃家
京丹後市 飲食業 花風～Hanaka～
京丹後市 飲食業 小石嘉織物（遊絲舎）
京丹後市 飲食業 スナックかな
京丹後市 飲食業 スナック雅
京丹後市 飲食業 レストランマ・メゾン
京丹後市 飲食業 Cucina Mobile
京丹後市 飲食業 ふくの
京丹後市 飲食業 とんぼ
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京丹後市 飲食業 酒肴　まれ
京丹後市 飲食業 BAR ON AIR
京丹後市 飲食業 Kitchen　うさぎ屋
京丹後市 飲食業 串Bal　澤ノ蔵
京丹後市 飲食業 スナック豊
京丹後市 飲食業 すみれ荘
京丹後市 飲食業 タイカフェレストランＹｉｍＹｉｍ
京丹後市 飲食業 純手打ちうどん匠
京丹後市 飲食業 郷の里手づくりふじわら
京丹後市 飲食業 P-four
京丹後市 飲食業 酒処とっさん
京丹後市 飲食業 居酒屋どん
京丹後市 飲食業 まるみ食堂
京丹後市 飲食業 h.r.pカフェ
京丹後市 飲食業 あっとほーむ
京丹後市 飲食業 カラオケ喫茶より道
京丹後市 飲食業 スナック蔵
京丹後市 飲食業 ポニー
京丹後市 飲食業 佐和藤
京丹後市 飲食業 カーネス
京丹後市 飲食業 お食事処みつなべ
京丹後市 飲食業 居酒屋　ゆたか
京丹後市 飲食業 喫茶スナック歓
長岡京市 飲食業 一大事
京丹後市 飲食業 スナック　ローズ
京丹後市 飲食業 アジア
京丹後市 飲食業 喫茶ハマースミス
京丹後市 飲食業 割烹　御半
京丹後市 飲食業 居酒屋秀さん
京丹後市 飲食業 酒味泉　界
京丹後市 飲食業 メンバーズ　はるみ
京丹後市 飲食業 武藤道場　峰山店
京丹後市 飲食業 春香
京丹後市 飲食業 たんぽぽ
京丹後市 飲食業 カラオケ喫茶　たけのこ
京丹後市 飲食業 カフェレストラン　ココット
京丹後市 飲食業 刻の也
京丹後市 飲食業 やま一
京丹後市 飲食業 ちょっきゅう
京丹後市 飲食業 ラウンジシャルム
京丹後市 サービス業 美容室たなか
京丹後市 サービス業 アルファ設計
京丹後市 サービス業 癒し空間 Sun里
京丹後市 サービス業 カットハウスあ・ぽいんと
京丹後市 サービス業 さかごし理美容室
京丹後市 サービス業 パール美容室
京丹後市 サービス業 七彩の風　浜の路　臨江庵
京丹後市 サービス業 ㈲すなお美容室
京丹後市 サービス業 ㈲村岡助蔵商店　村岡給油所
京丹後市 サービス業 ASSORT hair
京丹後市 サービス業 Hair's　Zakuzaku
京丹後市 サービス業 PRAVA
京丹後市 サービス業 京都峰山ドライビングスクール
京丹後市 サービス業 サンマルク
京丹後市 サービス業 とくじゅ商店
京丹後市 サービス業 美容室すぎもと
京丹後市 サービス業 ㈲京都府峰山自動車学校女子寮ロゼウス
京丹後市 サービス業 ㈲京都府峰山自動車学校男子寮アルビス
京丹後市 サービス業 エスパソ　リラクゼーションアンドアイラッシュ
京丹後市 サービス業 カーブス京都京丹後
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京丹後市 サービス業 ヘアーサロン太郎＆花子　峰山店・株式会社和光
京丹後市 サービス業 ヘアーサロンニシガキ
京丹後市 サービス業 守源旅館
京丹後市 サービス業 宮田教育堂　網野センター
京丹後市 サービス業 宮田教育堂　宮津与謝センター
京丹後市 サービス業 宮田教育堂　弥栄鳥取会場
京丹後市 サービス業 Bliss Hair
京丹後市 サービス業 イリエイド
京丹後市 サービス業 美容室しゃんぷー
京丹後市 サービス業 美容室　Smile
京丹後市 サービス業 株式会社ケアネット京丹後網野営業所
京丹後市 サービス業 café KuNiYa
京丹後市 サービス業 北垣美容室
京丹後市 サービス業 ㈱瀬戸自動車
京丹後市 サービス業 学習塾やま庄
京丹後市 サービス業 理容カワグチ
京丹後市 サービス業 カラオケ喫茶ゆう
京丹後市 サービス業 京たんごリサイクルセンター
京丹後市 サービス業 アンジェニック
京丹後市 サービス業 marb hair＆make
京丹後市 サービス業 マルハン峰山店
京丹後市 サービス業 アート＆リラクゼーションUE
京丹後市 サービス業 ハーモニー美容室
京丹後市 サービス業 富士カメラ　むろの
京丹後市 サービス業 TAINY　HAIR
京丹後市 サービス業 マツエクサロンStyin～スティーン～
京丹後市 サービス業 Hair Studio PLUS
京丹後市 サービス業 田村写真館
京丹後市 サービス業 ベリーズ
京丹後市 サービス業 ディオール美容室
京丹後市 サービス業 藤本整体施術院
京丹後市 サービス業 auショップ峰山マイン
京丹後市 サービス業 au専売ショップ弥栄
京丹後市 サービス業 エスパス
京丹後市 サービス業 野村理容院
京丹後市 サービス業 山﨑理容所
京丹後市 サービス業 花ゆうみ
京丹後市 サービス業 西中渡船
京丹後市 サービス業 東進中学NET峰山教室
京丹後市 サービス業 へあーさろん　ちょき2
京丹後市 サービス業 来来亭京丹後
京丹後市 サービス業 クラブ紬
京丹後市 サービス業 くるみ
京丹後市 サービス業 ROOMhair
京丹後市 サービス業 株式会社マルサン
京丹後市 サービス業 峰山クリーニング
京丹後市 サービス業 ランプ
京丹後市 サービス業 理容イノウエ
京丹後市 サービス業 サウンドスタジオ花hana
京丹後市 サービス業 kalmia hair salon
京丹後市 サービス業 和光石油　島津SS
京丹後市 サービス業 享子美容室
京丹後市 サービス業 弁護士法人たんご法律事務所峰山事務所
京丹後市 サービス業 セクトセブン
京丹後市 サービス業 カラオケスナック藏
京丹後市 サービス業 レアフィットネス
京丹後市 サービス業 hair salon aoki
京丹後市 娯楽業 カフェ・オケ　ＰＵＲＥ
京丹後市 娯楽業 プラザアピア峰山店
京丹後市 娯楽業 峰山ゴルフ倶楽部
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京丹後市 娯楽業 キコーナ峰山店
京丹後市 娯楽業 ダイナム京都京丹後店
京丹後市 娯楽業 Sound Shi-n
京丹後市 娯楽業 カラオケ喫茶　ゆう
京丹後市 その他 網野自動車教習所
京丹後市 その他 京都府峰山自動車学校
京丹後市 その他 さくらレンタカー
京丹後市 その他 ㈲久美浜観光園
京丹後市 その他 グループホーム善王寺
京丹後市 その他 グループホーム長岡
京丹後市 その他 デイサービス京丹後
京丹後市 その他 デイサービスひまわり
京丹後市 その他 丹後機械工業協同組合
京丹後市 その他 Tango Trip
京丹後市 その他 小田垣自動車株式会社
京丹後市 その他 株式会社東亜設計
京丹後市 その他 田中光一郎
京丹後市 その他 さかね歯科医院
京丹後市 その他 京都信用保証協会　丹後支所
京丹後市 その他 京丹後市総合サービス株式会社
京丹後市 その他 株式会社学生堂
京丹後市 その他 有限会社ビューティークリーニング
京丹後市 その他 ㈱大北　本社
京丹後市 その他 タナカヴァイオリンミュージアム
京丹後市 その他 クスダ英語塾
京丹後市 その他 久保接骨院
京丹後市 その他 おおみや鍼灸整骨院
京丹後市 その他 スナック　庵
南丹市 建設業 株式会社ムラタ瓦
南丹市 建設業 株式会社　共立工務店
南丹市 建設業 インテリア・シゲル
南丹市 建設業 関口興業
南丹市 建設業 共伸建築協同組合
南丹市 建設業 ㈲日置中川工務店
南丹市 建設業 丸昭商会㈱
南丹市 建設業 京セラソーラーFC京都南丹
南丹市 建設業 ㈱坂本建設
南丹市 建設業 有限会社ジャパン・ルーフ
南丹市 建設業 谷利工務店
南丹市 建設業 株式会社高屋組
南丹市 製造業 京都丹波黒豆工房
南丹市 製造業 坂矢木材㈱　北営業所
南丹市 製造業 坂矢木材㈱　京丹波工場
南丹市 製造業 坂矢木材㈱　スイートホームSAKAYA
南丹市 製造業 坂矢木材㈱　本社営業部
南丹市 製造業 坂矢木材㈱　本社工場
南丹市 製造業 農事組合法人興風椎茸生産組合
南丹市 製造業 二九精密機械工業株式会社　八木工場
南丹市 製造業 美山化成　株式会社
南丹市 製造業 ㈱波部畳店
南丹市 製造業 ひよし森の製作所
南丹市 製造業 株式会社 KED
南丹市 製造業 こと美山株式会社
南丹市 製造業 三協製線㈱
南丹市 製造業 ㈱東光弁製造所
南丹市 製造業 半兵衛麸　美山工場
南丹市 製造業 鬼みそ漬製造本舗　片山金蔵商店
南丹市 製造業 マルホ発條工業㈱　医療機器部品事業部
南丹市 製造業 十川産業㈱京都工場
南丹市 運輸業 ㈲美山観光バス　本社営業所
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南丹市 運輸業 みらい観光　京都営業所
南丹市 運輸業 有限会社中京交通
南丹市 小売業 京セラソーラーFC京都南丹
南丹市 小売業 ㈱ウィズ　メガネの松山　園部店･ﾊｰﾄｱｯﾌﾟ園部
南丹市 小売業 梶原商店
南丹市 小売業 サワダ化粧品店
南丹市 小売業 竹中薬局
南丹市 小売業 ㈱犬石商店
南丹市 小売業 井筒八ッ橋本舗　新光悦店
南丹市 小売業 ガレージクラフトＲｅ
南丹市 小売業 時代堂
南丹市 小売業 美山ゑびす屋（ｴﾋﾞｽｳｯｽﾞｶﾞｰﾃﾞﾝ）
南丹市 小売業 ワードローブ京都
南丹市 小売業 ㈱SAFARI
南丹市 小売業 HIRANO　CYCLE（平野自転車商店）
南丹市 小売業 カメソウ園部店
南丹市 小売業 川勝商店
南丹市 小売業 みその薬品
南丹市 小売業 八木直呉服店
南丹市 小売業 ㈱エーコープ近畿　園部店
南丹市 小売業 ㈱珍工堂
南丹市 小売業 メガネの松山　園部店
南丹市 小売業 山下牛乳店
南丹市 小売業 山本市商店
南丹市 小売業 佐井忠本店
南丹市 小売業 株式会社　タカハシ
南丹市 小売業 笹源
南丹市 小売業 森本建具
南丹市 小売業 カントリースクエア日吉
南丹市 小売業 丹波胡麻SS
南丹市 小売業 大石酒造　美山路酒の館
南丹市 小売業 芦田新聞舗
南丹市 小売業 コーエー
南丹市 小売業 コーエー（移動販売車①）
南丹市 小売業 コーエー（移動販売車②）
南丹市 小売業 近藤酒店
南丹市 小売業 魚喜支店
南丹市 小売業 電化サイクル　タニ
南丹市 小売業 中島商店
南丹市 小売業 南口商店
南丹市 小売業 ㈱京都黒豆屋
南丹市 小売業 ㈱内藤商店
南丹市 小売業 木かげ
南丹市 小売業 ゾンネ・ウント・グリュック作野商店
南丹市 小売業 タカイデンキ
南丹市 小売業 ㈱キリノ
南丹市 小売業 ㈲布安商店
南丹市 小売業 平井商店
南丹市 小売業 勝山商店
南丹市 小売業 田中精肉店
南丹市 小売業 福常精肉店
南丹市 小売業 まつみ薬局
南丹市 小売業 フレッシュバザール園部店
南丹市 小売業 京都美山サラダ館
南丹市 小売業 阪中薬局
南丹市 小売業 Ｙショップやまよ
南丹市 小売業 もりか
南丹市 不動産・賃貸業 ㈱echo's
南丹市 宿泊業 料理旅館枕川楼
南丹市 宿泊業 遊
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南丹市 宿泊業 民宿みやま
南丹市 宿泊業 ビジネスホテルひよし天若の家
南丹市 宿泊業 ひよしフォレストリゾート山の家
南丹市 宿泊業 石川楼
南丹市 宿泊業 山里料理いそべ
南丹市 宿泊業 料理旅館きぐすりや
南丹市 宿泊業 GRAX HANARE 京都・るり渓
南丹市 宿泊業 GRAX PREMIUM CAMP RESORT 京都　るり渓
南丹市 宿泊業 るり渓温泉別館　こぶし荘　花あかり
南丹市 宿泊業 るり渓温泉本館
南丹市 宿泊業 節恵庵
南丹市 宿泊業 民宿　ハリマ家
南丹市 宿泊業 GOMA
南丹市 宿泊業 美山ハイマートユースホステル
南丹市 宿泊業 オーベルジュナカザワ
南丹市 宿泊業 ホットハーツ株式会社
南丹市 宿泊業 農家民宿　かやぶきB＆B段
南丹市 宿泊業 CASA  MIYAMA
南丹市 宿泊業 園部ビューホテル
南丹市 宿泊業 暖手巣かえるのお宿
南丹市 宿泊業 かいちや旅館
南丹市 宿泊業 観光農園江和ランド
南丹市 飲食業 八光館
南丹市 飲食業 吉勝
南丹市 飲食業 うを亀
南丹市 飲食業 うを亀　はなれ
南丹市 飲食業 グードバー
南丹市 飲食業 さぬきうどん　さか栄
南丹市 飲食業 レストランれいん房
南丹市 飲食業 居酒屋きらく
南丹市 飲食業 カフェキッチンスピカ
南丹市 飲食業 喫茶わかば
南丹市 飲食業 せいちょーかふぇ
南丹市 飲食業 焼肉富士
南丹市 飲食業 Café&marshe  SeedS
南丹市 飲食業 樹の実
南丹市 飲食業 くりくりぼうず
南丹市 飲食業 三色ちまきグループ
南丹市 飲食業 ベイカーズオーブン
南丹市 飲食業 いこいの里
南丹市 飲食業 石川楼
南丹市 飲食業 三亀楼
南丹市 飲食業 夢たこ
南丹市 飲食業 お食事むつみ
南丹市 飲食業 カフェ　ガーデンズ　BAKE & SWEET
南丹市 飲食業 スーベニア（売店）
南丹市 飲食業 るり渓温泉　高原バーベキュー
南丹市 飲食業 レストラン　ゆすら庵
南丹市 飲食業 マクドナルド園部マツモト店
南丹市 飲食業 懐石・割烹ひぐち
南丹市 飲食業 カフェスヌーズ
南丹市 飲食業 ｷﾞｬﾗﾘｰｶﾌｪ 道の途中
南丹市 飲食業 大衆食堂まるしょう
南丹市 飲食業 ｶﾅﾓﾝﾔCaféｲﾇｲｼ（犬石金物店）
南丹市 飲食業 平壌亭　園部店
南丹市 飲食業 マクドナルド丹波マーケス店
南丹市 飲食業 ｃａｆｅ　HIRANO
南丹市 飲食業 まひづる
南丹市 飲食業 喫茶ピープル
南丹市 飲食業 ラーメン天海
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南丹市 飲食業 悠々ひろば
南丹市 飲食業 得得園部インター店
南丹市 飲食業 京都祗園フリアン
南丹市 飲食業 harema cafe
南丹市 飲食業 すし幸
南丹市 飲食業 カフェ美卵
南丹市 飲食業 淡路屋本店
南丹市 飲食業 喫茶　スペースウッド
南丹市 飲食業 パパふりっと
南丹市 飲食業 喫茶スナックパピヨン
南丹市 飲食業 田歌舎
南丹市 飲食業 美山旬菜塾
南丹市 飲食業 京ゆば処　静家　美山本店
南丹市 飲食業 たけよし
南丹市 飲食業 よしの
南丹市 飲食業 一禾
南丹市 飲食業 津多屋
南丹市 飲食業 美山たこ助
南丹市 飲食業 京都・らー麺　一喜蔵
南丹市 飲食業 中華料理ラーメン・ギョーザ　点点
南丹市 飲食業 Café Le jardin pop
南丹市 飲食業 レイクサイドハウス虹
南丹市 飲食業 琉雅亭
南丹市 飲食業 cafe Rilla
南丹市 飲食業 レストラン　いけじゅう
南丹市 飲食業 台湾料理　金麒麟
南丹市 飲食業 kitchen  たねや
南丹市 飲食業 ゆるり
南丹市 飲食業 暖手巣かえるのお宿
南丹市 飲食業 お食事処　まるや
南丹市 飲食業 焼肉屋じゅうじゅう
南丹市 飲食業 くつろぎ処　呼子鳥
南丹市 飲食業 南丹高原レンジでチン
南丹市 飲食業 和洋ダイニング笑楽
南丹市 飲食業 和の国ダイニング佐藤
南丹市 飲食業 いわぶき
南丹市 飲食業 喫茶スナック　ドリーム
南丹市 飲食業 カラオケむつみ
南丹市 飲食業 焼肉・お好焼　味園
南丹市 飲食業 ゆみ屋
南丹市 飲食業 アマンズガーデン
南丹市 飲食業 珈玭たいむ
南丹市 飲食業 まるや
南丹市 飲食業 スローウェーブ
南丹市 飲食業 おやさいcafe coso
南丹市 飲食業 おやさいcafe coso
南丹市 飲食業 茅葺レストハウス　さかや
南丹市 飲食業 スナック　Y
南丹市 サービス業 STIHLの森京都(府民の森ひよし)
南丹市 サービス業 スプリングスひよし
南丹市 サービス業 なでしこ美容室㈱　園部店
南丹市 サービス業 カットサロンなかじま
南丹市 サービス業 西京都パラグライダー練習場
南丹市 サービス業 株式会社　西日本ツーリスト
南丹市 サービス業 有限会社トラジェ・パフォーマンス
南丹市 サービス業 京都南丹観光株式会社
南丹市 サービス業 ひろせのさん髪や
南丹市 サービス業 ボディショップ・セキ
南丹市 サービス業 ラッキー美容室
南丹市 サービス業 メディカルアート　JR園部駅店
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南丹市 サービス業 HAIR CRAFT KATSUDA
南丹市 サービス業 道の駅　京都新光悦村
南丹市 サービス業 カットサロンうえはら
南丹市 サービス業 谷タクシー
南丹市 サービス業 ヘアーサロン　せき
南丹市 サービス業 BBR・kuriyama  ﾊﾞｰﾊﾞｰ･ｸﾘﾔﾏ
南丹市 サービス業 ヘアスタジオ　ホリ
南丹市 サービス業 そのべ整体院
南丹市 サービス業 オータ建機株式会社　園部営業所
南丹市 サービス業 カラオケ都雅都雅
南丹市 サービス業 嶋村歯科診療所
南丹市 サービス業 マリー美容室
南丹市 サービス業 ビューティーサロンさち
南丹市 サービス業 カット&シェイブほりぐち
南丹市 サービス業 行政書士　松波企画資料事務所
南丹市 娯楽業 ㈱ワールド　園部
南丹市 娯楽業 ふない整体院　姿勢教室
南丹市 娯楽業 ふない整体院
南丹市 娯楽業 カラオケカフェ唄丸
南丹市 娯楽業 園部エース
南丹市 その他 園部安全自動車学校
南丹市 その他 ㈱京都銀行　八木支店
南丹市 その他 稲荷神社（上本町）
南丹市 その他 熊野神社（黒田町）
南丹市 その他 春日神社（小山東）
南丹市 その他 春日神社（上木崎町）
南丹市 その他 八幡神社（内林町）
南丹市 その他 廣瀬自動車工業
南丹市 その他 京都信用金庫　園部支店
南丹市 その他 京都信用金庫　八木支店
南丹市 その他 WASH　FACTORY　園部店
南丹市 その他 デイサービスふれあい本町
南丹市 その他 どるちぇ ピアノ教室
南丹市 その他 ケアリングみそのまち
木津川市 建設業 株式会社　喜創
木津川市 建設業 近畿ハウジング(株)
木津川市 建設業 株式会社　清水エンジニアリング
木津川市 製造業 株式会社　福寿園　山城工場
木津川市 製造業 株式会社　福寿園　山城東工場
木津川市 製造業 ㈱ヒラノテクシート木津川工場
木津川市 製造業 森本織物株式会社
木津川市 製造業 株式会社　三桝嘉七商店
木津川市 製造業 Boulangerie Faveur
木津川市 運輸業 三重中央開発株式会社　京都営業所
木津川市 運輸業 木津運送株式会社　本社営業所
木津川市 卸売業 京和商会薬品株式会社
木津川市 小売業 サンフレッシュ加茂店
木津川市 小売業 イオンモール高の原店
木津川市 小売業 クーキ　イオンモール高の原店
木津川市 小売業 ダイソー京都木津店
木津川市 小売業 ダイソー中村屋梅美台店
木津川市 小売業 みつはし書店
木津川市 小売業 京一屋JR木津駅前本店
木津川市 小売業 SUIT SELECT GARDEN MALL KIZUGAWA
木津川市 小売業 スバルショップ山城
木津川市 小売業 福寿園京都本店
木津川市 小売業 BelleFemme 高の原店
木津川市 小売業 SHINKI 高の原店
木津川市 小売業 株式会社ワーキングショップ三徳
木津川市 小売業 高橋商事　加茂給油所
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木津川市 小売業 高橋商事　木津東給油所
木津川市 小売業 高橋商事株式会社
木津川市 小売業 高橋商事株式会社　LPガス充填所
木津川市 小売業 高橋商事㈱　西木津給油所
木津川市 小売業 F PREMIUMーPLAZA
木津川市 小売業 シンキ　高の原店
木津川市 小売業 ベルファム　高の原店
木津川市 小売業 （株）カインズ
木津川市 小売業 ジーラスシルバー
木津川市 小売業 とみやま米穀店
木津川市 小売業 三國屋善五郎　イオンモール高の原店
木津川市 小売業 ういろ屋
木津川市 小売業 わらじや
木津川市 小売業 クールカレアン
木津川市 小売業 高橋商事株式会社　本社
木津川市 小売業 木のおもちゃ arumitoy
木津川市 小売業 菓子工房　プティ・ポワ
木津川市 小売業 ホームセンターコーナン木津店
木津川市 小売業 タカダ事務機㈱木津営業所
木津川市 小売業 米COME・HOUSE　ふじばやし
木津川市 小売業 PlusHeart イオンモール高の原店
木津川市 小売業 ダックテール高の原店
木津川市 小売業 パセリハウス木津川店
木津川市 小売業 Marsh Mallow
木津川市 小売業 マシュマロウ
木津川市 小売業 ジュリア・オージェ
木津川市 小売業 タイヤフィット
木津川市 小売業 デイリーヤマザキ木津駅前店
木津川市 小売業 笠庄
木津川市 小売業 樋垣電器店
木津川市 小売業 五丁目パン工房ほたはる
木津川市 小売業 うさぎや薬局
木津川市 小売業 うさぎや薬局加茂店
木津川市 小売業 うさぎや薬局桜ヶ丘店
木津川市 小売業 パン　オ　セーグル
木津川市 小売業 koubou fa-mu
木津川市 小売業 JA京都やましろ農産物直売所木津店　花野果市
木津川市 小売業 ㈱ＥＮＥＯＳ　ジェイクエスト木津川店
木津川市 小売業 株式会社オールカーズ山城
木津川市 小売業 ドラッグストア木のうた　加茂店
木津川市 小売業 ホンダカーズ木津　木津店
木津川市 小売業 パンブロー木津川店
木津川市 小売業 サラダ館　木津店
木津川市 不動産・賃貸業 イオンモール高の原
木津川市 飲食業 café　月の工房
木津川市 飲食業 ビストロ・ヨシムラ
木津川市 飲食業 マクドナルド２４号木津店
木津川市 飲食業 マクドナルドイオンモール高の原店
木津川市 飲食業 マクドナルド木津アルプラザ店
木津川市 飲食業 萬鳥料理　雉祥
木津川市 飲食業 家庭料理　一
木津川市 飲食業 よし菜’ｓ　ｓｔｙｌｅ
木津川市 飲食業 kichi-kichi
木津川市 飲食業 アイハウス鹿背山
木津川市 飲食業 おひつごはん四六時中　高の原店
木津川市 飲食業 大佛汽茶
木津川市 飲食業 ハイスナックリコ
木津川市 飲食業 京一屋アルプラザ店
木津川市 飲食業 ひので食堂
木津川市 飲食業 株式会社福寿園
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木津川市 飲食業 無添くら寿司　木津川店
木津川市 飲食業 ＮＰＯ法人加茂女
木津川市 飲食業 蟹印
木津川市 飲食業 お食事処　おかだ
木津川市 飲食業 かずキッチン
木津川市 飲食業 パン工房いろ小麦
木津川市 飲食業 和食さと木津店
木津川市 飲食業 心隠
木津川市 飲食業 蒼～aoi～
木津川市 飲食業 バーミヤン 　京都木津川店
木津川市 飲食業 ポムの樹イオンモール高の原店
木津川市 飲食業 旅猫食堂
木津川市 飲食業 café　瑠璃
木津川市 飲食業 どんぶり次郎 とん吉 イオンモール高の原店
木津川市 飲食業 炙り牛カルビ・ステーキ 重明尚苑　イオンモール高の原店
木津川市 飲食業 株式会社マーシュ　すまいる館
木津川市 飲食業 清修庵　高の原店
木津川市 飲食業 甘味のいえ　串竹
木津川市 飲食業 FRONT
木津川市 飲食業 UMEMIDAI COFFEE
木津川市 飲食業 手打蕎麦処　橘
木津川市 飲食業 お茶と旅する紅茶店　百色水
木津川市 飲食業 食菜やまうち
木津川市 飲食業 あじ彩　アル・プラザ木津店
木津川市 飲食業 ギャラリーカフェ　人と木
木津川市 飲食業 来来亭　木津川店
木津川市 飲食業 名代　笠庄
木津川市 飲食業 塔の茶屋
木津川市 飲食業 はま寿司　フォレストモール木津川店
木津川市 飲食業 肉バルキザキ
木津川市 飲食業 サダコロ
木津川市 飲食業 文珠食堂
木津川市 飲食業 さかい珈琲　フォレストモール木津川店
木津川市 飲食業 宇治茶カフェ 花茶人 by FUKUJUEN
木津川市 飲食業 無鉄砲　京都総本店
木津川市 飲食業 MOTORCYCLE&ＣＡＦＥ OKIOKI 
木津川市 飲食業 ほっこりカフェ　みちくさ
木津川市 飲食業 大戸屋ごはん処　イオンモール高の原店
木津川市 飲食業 うめだにカフェ
木津川市 飲食業 魚料理　ととや
木津川市 飲食業 きんのぶた木津川店
木津川市 飲食業 レストラン　やましろ
木津川市 飲食業 パティスリーベルヴェール
木津川市 飲食業 ichi standard
木津川市 飲食業 かもめの台所
木津川市 飲食業 鎌倉パスタ　イオンモール高の原店
木津川市 飲食業 とれたてダイニング柳生
木津川市 飲食業 しゃぶ杏　高の原店
木津川市 飲食業 スエヒロ　高の原店
木津川市 飲食業 秀丸
木津川市 飲食業 なか卯　フォレストモール木津川店
木津川市 飲食業 お食事処木津川
木津川市 飲食業 木津川楼
木津川市 飲食業 凡蔵屋　木津店
木津川市 飲食業 熟成麺屋　神来　イオンモール高の原店
木津川市 飲食業 寿司処・旬吞酒菜　田井中
木津川市 飲食業 ぬくぬく亭
木津川市 飲食業 大黒軒
木津川市 飲食業 太呂　木津店
木津川市 飲食業 うずまき
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木津川市 飲食業 084DELICATESSEN  RESTAURANT  

木津川市 飲食業 ふくもと
木津川市 飲食業 たこ楽
木津川市 飲食業 麺屋大羽イオンモール高の原
木津川市 飲食業 丸亀製麺イオンモール高の原
木津川市 飲食業 Field Cafe
木津川市 飲食業 厨　なかむら
木津川市 飲食業 リンガーハットイオン高の原店
木津川市 飲食業 スナック　MAーYA
木津川市 飲食業 いづみ寿し
木津川市 飲食業 パンブロー木津川店
木津川市 飲食業 バケット　 イオンモール高の原店
木津川市 飲食業 インド・ネパールレストラン　RAJA　加茂店
木津川市 飲食業 お好み焼鉄板焼ひなた
木津川市 飲食業 SNOB Cafe
木津川市 飲食業 ひらき
木津川市 飲食業 (株)桜
木津川市 飲食業 お好み焼・鉄板焼　ひなた
木津川市 飲食業 とりまる
木津川市 飲食業 居酒屋　まるちゃん
木津川市 飲食業 お茶の玉宗園アルプラザ木津店
木津川市 飲食業 カラオケ　三喜
木津川市 飲食業 お食事処　みき
木津川市 飲食業 やまもと
木津川市 飲食業 ケンタッキーフライドチキン　イオンモール高野原店
木津川市 飲食業 ケンタッキーフライドチキン　イオンモール高の原店
木津川市 飲食業 サイゼリヤ ガーデンモール木津川店
木津川市 飲食業 カラオケ　シャドウー
木津川市 飲食業 コーヒーハウス　ガンガ
木津川市 飲食業 kitchen∩cafe Gustare ぐすたーれ
木津川市 飲食業 フッディー
木津川市 飲食業 旬菜　花
木津川市 飲食業 いそじ　別館
木津川市 飲食業 川喜
木津川市 飲食業 有限会社　かんな
木津川市 飲食業 Dining bar  Reset
木津川市 飲食業 大阪王将　木津川台店
木津川市 飲食業 焼カレーパン　伸
木津川市 サービス業 さくらツアーサービス
木津川市 サービス業 レインボー体操ランド合同会社
木津川市 サービス業 京進小中部 山田川校
木津川市 サービス業 fortuna
木津川市 サービス業 QBハウス　イオンモール高の原店
木津川市 サービス業 美容室ヒロミ
木津川市 サービス業 ＮＹＮＹ　イオン高の原店
木津川市 サービス業 プライベートエステサロンフェリーチェ
木津川市 サービス業 H.D.S
木津川市 サービス業 Privete　Salon　Rin
木津川市 サービス業 アミタ―バー
木津川市 サービス業 クリーニングコーヨー　中村屋梅美台店
木津川市 サービス業 クリーニングルビ・アン　イオンモール高の原店
木津川市 サービス業 クリーニングルビー　アル・プラザ木津店
木津川市 サービス業 クリーニングルビー　ハーベス木津川台店
木津川市 サービス業 クリーニングルビー　フォレストモール木津川店
木津川市 サービス業 バーバークトゥー
木津川市 サービス業 ヘアースタジオedge
木津川市 サービス業 アンテナ
木津川市 サービス業 salon ViViE
木津川市 サービス業 美術整体コンディショニング
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木津川市 サービス業 イオンシネマ高の原
木津川市 サービス業 タイトーFステーションイオンモール高の原店
木津川市 サービス業 イオンモール高の原校
木津川市 サービス業 ほの接骨院
木津川市 サービス業 株式会社　美加ノ原板金塗装
木津川市 サービス業 ナインプラスワン
木津川市 サービス業 カラオケ　道
木津川市 サービス業 エムズロードサービス
木津川市 サービス業 ヘアープロデュースＲ/Ｔ
木津川市 サービス業 林写真館
木津川市 サービス業 My Rhythm音楽事務所　州見台教室
木津川市 サービス業 いづみ福祉会
木津川市 サービス業 cut house White-Line
木津川市 サービス業 a la main
木津川市 サービス業 へアーズE-5
木津川市 サービス業 ゴルフスタジオKIZU
木津川市 サービス業 オートショップＲＵＮ
木津川市 サービス業 藤原庸貴税理士事務所
木津川市 サービス業 藤原総合会計事務所
木津川市 サービス業 志真會館 
木津川市 サービス業 Atlantica
木津川市 サービス業 進学塾関西城山台教室
木津川市 サービス業 株式会社ケアステーション・絆
木津川市 サービス業 京都木津川むつう整体院
木津川市 サービス業 合同会社原田社会福祉士事務所
木津川市 サービス業 Aroma relaxation salon ふわり
木津川市 娯楽業 サウンドBM
木津川市 その他 トライプラス木津駅前校
木津川市 その他 中村貴人中小企業診断士事務所
木津川市 その他 岩船寺
木津川市 その他 オープンスペースぽらりす
木津川市 その他 オープンスペースぽらりす第2作業所
木津川市 その他 株式会社　福寿園　山城センター
木津川市 その他 株式会社　藤原総合会計事務所
木津川市 その他 蟹満寺
木津川市 その他 株式会社東海大阪レンタル　京奈営業所
木津川市 その他 ハーモニーケアサービス
木津川市 その他 株式会社イオン銀行　イオンモール高の原店
木津川市 その他 保険デザイン ガーデンモール木津川店
木津川市 その他 大西歯科医院
木津川市 その他 望助産院
木津川市 その他 辻井治療院
木津川市 その他 西歯科クリニック
木津川市 その他 ふじわら歯科クリニック
木津川市 その他 山一加工
木津川市 その他 NPO法人きづがわネット
木津川市 その他 西念寺
木津川市 その他 神童寺
木津川市 その他 住岡歯科医院
木津川市 その他 シニアライフ木津川
木津川市 その他 シニアライフ木津川ハウス木津川
木津川市 その他 ケアセンターカインド木津川
木津川市 その他 シニアライフ精華
木津川市 その他 シニアライフ伏見
木津川市 その他 シニアライフ宇治
木津川市 その他 武田ゆう税理士事務所
木津川市 その他 坊歯科医院
木津川市 その他 DAIGINGYM
木津川市 その他 西中接骨院
木津川市 その他 墨翔会 城山台教室
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木津川市 その他 墨翔会 州見台教室
木津川市 その他 Dr・関塾　木津本町校
木津川市 その他 Dr・関塾　木津州見台校
木津川市 その他 アンスリール
大山崎町 建設業 伊藤商店
大山崎町 建設業 生田目瓦店
大山崎町 建設業 (有)エスニード
大山崎町 建設業 ハウス・スタジオHAL
大山崎町 製造業 株式会社　東亜セイコー
大山崎町 運輸業 東豊観光㈱京都営業所
大山崎町 卸売業 （株）エール物流
大山崎町 小売業 鳴門屋
大山崎町 小売業 （株）エール
大山崎町 小売業 西田本店
大山崎町 小売業 西村望心堂
大山崎町 小売業 レリッシュ
大山崎町 小売業 リカーショップ　つじむら
大山崎町 宿泊業 ホテル　デュー大山崎
大山崎町 飲食業 hermit green cafe（ハーミットグリーンカフェ）
大山崎町 飲食業 コインランドリー西山天王山駅前店
大山崎町 飲食業 レストラウンジ　ヒロ
大山崎町 飲食業 ネスカフェ スタンド 大山崎店
大山崎町 飲食業 味彩
大山崎町 飲食業 きっちゃてんｍ4
大山崎町 飲食業 レリッシュ食堂
大山崎町 飲食業 お好み焼き　山喜
大山崎町 飲食業 三笑亭
大山崎町 飲食業 café iroHouse
大山崎町 飲食業 Café　tabitabi
大山崎町 飲食業 すき家　山﨑ＩＣ店
大山崎町 飲食業 Cafe IMAMURA
大山崎町 飲食業 すき家　大山崎ＩＣ店
大山崎町 飲食業 金比羅製麺　京都大山崎店
大山崎町 飲食業 Restaurant Tagami
大山崎町 飲食業 Pao Café
大山崎町 飲食業 重信うどん
大山崎町 飲食業 寛ぎダイニング　かんばやし
大山崎町 飲食業 Ｍｏｏｎ　Ｔalk café
大山崎町 飲食業 大樹
大山崎町 飲食業 お好み焼き　神楽
大山崎町 飲食業 お食事処　まつを
大山崎町 サービス業 POLA 大山崎店
大山崎町 サービス業 ボン美容室
大山崎町 サービス業 aroma Necologne
大山崎町 サービス業 松林気功
大山崎町 サービス業 HAIR GROW
大山崎町 サービス業 メナードフェイシャルサロン大山崎南店
大山崎町 サービス業 ヨガスタジオ　ブルーコスモス
大山崎町 サービス業 美容室　ウィング
大山崎町 サービス業 ibuki
大山崎町 その他 神谷道子バレエ研究所　円明寺教室
大山崎町 その他 琴・三味線教室
大山崎町 その他 アサヒビール大山崎山荘美術館
大山崎町 その他 本社
大山崎町 その他 Barber UMEMURA
大山崎町 その他 はしもと整骨院
大山崎町 その他 東洋鍼灸とぉとぅみ
久御山町 建設業 石豊造園土木㈱
久御山町 建設業 共進電気工業㈱



ステッカー交付一覧（2021/02/19）
所在地（市区町村） 業種区分 店舗・事業所名

久御山町 建設業 全京都建設協同組合　洛南事務所
久御山町 建設業 三井ホーム株式会社　久御山モデルハウス
久御山町 建設業 ㈱第一圧送
久御山町 建設業 有限会社寺田電機
久御山町 建設業 ㈲寺田電機
久御山町 建設業 株式会社ひらきアーキテック 現場事務所
久御山町 建設業 ㈱マウンテン
久御山町 建設業 ㈲長嶋工業所
久御山町 製造業 ㈱スリーエスフーズ
久御山町 製造業 洛陽化成株式会社
久御山町 製造業 ㈱ユー・エム・アイ
久御山町 製造業 株式会社SCREENホールディングス久御山事業所
久御山町 製造業 京都樹脂精工㈱
久御山町 製造業 山栄製作所
久御山町 製造業 (株)朝日製作所
久御山町 製造業 株式会社ワイエムシィ　久御山事業所
久御山町 製造業 ケーテック
久御山町 運輸業 株式会社重田実業　総務部
久御山町 卸売業 品川商店
久御山町 卸売業 ㈱藤林商店
久御山町 卸売業 ㈱カド
久御山町 小売業 モントロンド　久御山店
久御山町 小売業 BelleFemme 久御山店
久御山町 小売業 SHINKI 久御山店
久御山町 小売業 F PREMIUMーPLAZA
久御山町 小売業 LEEPHイオンモール久御山店
久御山町 小売業 イオンリテール㈱イオンモール久御山
久御山町 小売業 カメラのキタムラ　久御山/イオンモール久御山店
久御山町 小売業 シンキ　久御山店
久御山町 小売業 ハン六　久御山店
久御山町 小売業 ベルファム　久御山店
久御山町 小売業 三國屋善五郎　イオンモール久御山店
久御山町 小売業 クロスピアくみやま販売コーナー
久御山町 小売業 旬菜の里
久御山町 小売業 ムラサキスポーツイオンモール久御山店
久御山町 小売業 株式会社ヤマダ電機テックランド久御山店
久御山町 小売業 ミズノウエルネスショップ
久御山町 小売業 ブランドショップハピネス　イオンモール久御山店
久御山町 小売業 ㈱オガワ　久御山営業所
久御山町 小売業 ホームセンターコーナン久御山南店
久御山町 小売業 新井米穀店　北店
久御山町 小売業 未来屋書店久御山店
久御山町 小売業 PlusHeart イオンモール久御山店
久御山町 小売業 エディオン久御山店
久御山町 小売業 ジュエリーカンダ　　イオンモール久御山店
久御山町 小売業 ㈱アレス
久御山町 小売業 メガネの三城
久御山町 小売業 ＪＥＵＧＩＡ　イオンモール久御山店
久御山町 小売業 ずんどう屋　京都久御山店
久御山町 小売業 チロル　イオン久御山店
久御山町 小売業 株式会社フリーダム２１
久御山町 不動産・賃貸業 ㈱よしかわ不動産
久御山町 宿泊業 Guest House Shinon
久御山町 飲食業 SOUL FOOD
久御山町 飲食業 つるさくイオンモール久御山店
久御山町 飲食業 焼肉処　どん
久御山町 飲食業 株式会社治元麺処森元久御山店
久御山町 飲食業 焼肉　多来多来
久御山町 飲食業 たかばし　イオンモール久御山店
久御山町 飲食業 水ノ雅 KYOTO FUSHIMI
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久御山町 飲食業 おひつごはん四六時中　久御山店
久御山町 飲食業 どうとんぼり神座　イオンモール久御山店
久御山町 飲食業 ポムの樹Jr.　久御山店
久御山町 飲食業 ラーメン横綱　久御山店
久御山町 飲食業 無添くら寿司　久御山店
久御山町 飲食業 スナック　AYAKO
久御山町 飲食業 あしたば麺　堀芳
久御山町 飲食業 おれんじはうす
久御山町 飲食業 清修庵　久御山店
久御山町 飲食業 Lounge Surreal
久御山町 飲食業 天天有　ひるまや
久御山町 飲食業 京料理　佐山　うを梅
久御山町 飲食業 心月
久御山町 飲食業 焼肉　いわむら
久御山町 飲食業 来来亭　久御山店　㈲勇気
久御山町 飲食業 カラオケ久城
久御山町 飲食業 PSマリノ　イオンモール久御山店
久御山町 飲食業 パルメナーラ　イオンモール久御山店
久御山町 飲食業 来来亭久御山店
久御山町 飲食業 おばんざい料理　友芽家
久御山町 飲食業 もりもり寿し イオンモール久御山店
久御山町 飲食業 珈琲館　イオン久御山店
久御山町 飲食業 泰陽軒
久御山町 飲食業 SAKURA　COFFEE
久御山町 飲食業 ディッパーダン　イオンモール久御山店
久御山町 飲食業 大将
久御山町 飲食業 松屋　京都久御山店
久御山町 飲食業 ㈲魚佐
久御山町 飲食業 天下一品 久御山店
久御山町 飲食業 居酒屋カラオケ鳩
久御山町 飲食業 キラメキノトリ京都久御山店
久御山町 飲食業 うまいもんや・かつら　カリッジュ久御山店
久御山町 飲食業 昭和牛丸本店
久御山町 飲食業 花ちゃん
久御山町 飲食業 久御山塩元帥
久御山町 飲食業 三崎屋
久御山町 飲食業 はなれ酒BAR 楽水
久御山町 飲食業 赤から久御山店
久御山町 飲食業 サーティワンアイスクリーム　イオンモール久御山店
久御山町 飲食業 スナックサルース
久御山町 飲食業 ケンタッキーフライドチキンイオンモール久御山店
久御山町 飲食業 鳥吾郎　久御山店
久御山町 飲食業 セカンドストーリー
久御山町 飲食業 築地 銀だこ
久御山町 飲食業 鮮魚酒家がまだす
久御山町 飲食業 お食事　てらにし
久御山町 飲食業 焼肉　てらにし
久御山町 飲食業 Ｒａｎｃｈｏｓ　イオン久御山店
久御山町 飲食業 果汁工房果琳　イオンモール久御山店
久御山町 飲食業 グッドタイム
久御山町 飲食業 厨房だん
久御山町 飲食業 焼肉食道しんしん
久御山町 飲食業 新福菜館久御山店
久御山町 飲食業 P-SOUL
久御山町 飲食業 株式会社ウィンサイド
久御山町 飲食業 スナック和
久御山町 飲食業 イオンモール久御山肉丸商店
久御山町 飲食業 カレーハウス　　WAVE
久御山町 飲食業 京久御山町食堂
久御山町 飲食業 カレーハウス　WAVE
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久御山町 飲食業 ピアサピド久御山店
久御山町 飲食業 第一旭　久御山F・C店
久御山町 サービス業 ㈲壬生自動車
久御山町 サービス業 QBハウス　イオンモール久御山店
久御山町 サービス業 株式会社近畿日本ツーリスト関西＋イオンモール久御山店
久御山町 サービス業 STUDIO ARCイオンモール久御山店
久御山町 サービス業 美容室　エリートfor you
久御山町 サービス業 京都府自動車整備商工組合　久御山分室
久御山町 サービス業 ㈱ムラタ自動車ガラス　京阪奈営業所
久御山町 サービス業 Blancイオンモール久御山店
久御山町 サービス業 クリーニング大橋
久御山町 サービス業 ラフィネ　イオンモール久御山店
久御山町 サービス業 理容サービス　久御山店
久御山町 サービス業 サロン・ド・マキ
久御山町 サービス業 Kyoto AR 獣医神経病センター
久御山町 サービス業 ペーハーセブン　ファイブ
久御山町 サービス業 宮ノ後鍼灸整骨院
久御山町 サービス業 近藤自動車工業株式会社
久御山町 サービス業 公文式　宇治小倉教室
久御山町 サービス業 株式会社LEE
久御山町 サービス業 株式会社光輝設備
久御山町 サービス業 ストーリーヘアー
久御山町 サービス業 CY’C LOPS
久御山町 娯楽業 久御山町健康センター　いきいきホール
久御山町 娯楽業 イオンシネマ久御山
久御山町 その他 リヒト精光（株）京都営業所　久御山工場
久御山町 その他 久御山町役場　産業課
久御山町 その他 京都信用金庫　久御山支店
久御山町 その他 株式会社オリソー　久御山北営業所
久御山町 その他 ロックファーム京都株式会社
久御山町 その他 ㈱カイトシステム
久御山町 その他 京都府プラスチック協同組合
久御山町 その他 株式会社P.C.WILL
久御山町 その他 かがやきデイサービスセンター
久御山町 その他 ㈱P.C.WILL
久御山町 その他 近藤自動車工業株式会社
久御山町 その他 株式会社エージェンシーアシスト　本社
久御山町 その他 株式会社エージェンシーアシスト　京都営業所
井手町 建設業 株式会社　中谷土建
井手町 建設業 有限会社　龍雅設備
井手町 建設業 株式会社　田中組
井手町 建設業 株式会社　巖建設工業
井手町 建設業 株式会社　明光
井手町 建設業 篠田電気商会
井手町 製造業 有限会社　まるやま食品
井手町 小売業 杉山弘文堂
井手町 小売業 株式会社　大西商店
井手町 小売業 きくいち本店
井手町 小売業 丸山商店
井手町 小売業 京一屋商店
井手町 小売業 小川武治茶舗
井手町 小売業 しんみせ
井手町 小売業 上田商店
井手町 小売業 有限会社　辻本石油店
井手町 小売業 ちゅうだはん
井手町 小売業 京都やましろ農協直売所　なごやか市
井手町 不動産・賃貸業 エヌワントラスト株式会社
井手町 宿泊業 井出町野外活動センター
井手町 宿泊業 大正池グリーンパーク
井手町 飲食業 観光農園　みどり農園
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井手町 飲食業 玉水駅前休憩所　さくら
井手町 飲食業 呑み処　さち
井手町 飲食業 かつを屋
井手町 飲食業 満福亭Ｙｏｕ楽
井手町 飲食業 八百忠　本店
井手町 飲食業 京料理　魚又
井手町 飲食業 花登
井手町 飲食業 やまだ
井手町 飲食業 中国料理　桂林
井手町 飲食業 のみくい処　ともちゃん
井手町 飲食業 カフェ　グリーンパーク
井手町 飲食業 ドッグラン＆カフェ　あいべい
井手町 飲食業 レストラン庵樹
井手町 飲食業 むすび家カフェ
井手町 飲食業 絹永遠
井手町 飲食業 山仁  梅本商店
井手町 飲食業 喫茶　ライフ
井手町 サービス業 株式会社　現丸屋
井手町 サービス業 みどり農園
井手町 サービス業 メモリアルホール　山城会館
井手町 サービス業 ヘアーサロン　ワダ
井手町 サービス業 京都ＯＡクリエイト
井手町 サービス業 ヘアサロン大西
井手町 サービス業 京都やましろ農業協同組合　井手町支店
井手町 その他 井手町商工会
井手町 その他 山城自動車教習所
井手町 その他 中央環境保全　株式会社
井手町 その他 ののはな草木染アカデミー
宇治田原町 建設業 大北造園
宇治田原町 建設業 山城造園
宇治田原町 製造業 有限会社鹿間工業
宇治田原町 製造業 株式会社レボインターナショナル京都工場
宇治田原町 小売業 サンフレッシュ宇治田原店
宇治田原町 小売業 高田通泉園
宇治田原町 小売業 壱之庄（協栄製茶）
宇治田原町 小売業 BaVato
宇治田原町 小売業 JA京都やましろ農産物直売所田原店　宇治茶の郷
宇治田原町 宿泊業 早蕨山荘　赤政
宇治田原町 飲食業 魚定本店
宇治田原町 飲食業 魚よし
宇治田原町 飲食業 魚定ぶんてん
宇治田原町 飲食業 かぐや姫
宇治田原町 飲食業 かつぜん
宇治田原町 飲食業 そば処実り
宇治田原町 飲食業 お茶の郷 木谷山
宇治田原町 飲食業 新立麺館
宇治田原町 飲食業 居食屋　多和楽
宇治田原町 飲食業 くつわ池釣りセンター
宇治田原町 飲食業 宗円交遊庵やんたん
宇治田原町 飲食業 手づくり洋食の店　リンデンバウム
宇治田原町 飲食業 う我仁
宇治田原町 飲食業 赤のれん
宇治田原町 飲食業 天下一品宇治田原店
宇治田原町 飲食業 mushroom coffee stand
宇治田原町 サービス業 西部綜合警備㈱宇治田原営業所
宇治田原町 サービス業 ベック英会話　宇治田原校
宇治田原町 サービス業 川村治療院
宇治田原町 サービス業 mushroom coffee stand
宇治田原町 その他 遥セレモニーホール宇治田原
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宇治田原町 その他 井坂接骨院
笠置町 建設業 株式会社松井組
笠置町 建設業 Ｅｎｇ．ヤマモト
笠置町 製造業 瀧口縫工所
笠置町 製造業 やまとある工房
笠置町 製造業 有限会社 フジタカヌー
笠置町 小売業 瀧口石油店
笠置町 小売業 中嶋食品
笠置町 宿泊業 料理旅館　松本亭
笠置町 宿泊業 笠置ベース
笠置町 宿泊業 料理旅館　よしや
笠置町 飲食業 笠置BBQCOMPANY M5
笠置町 飲食業 スナック　ミカド
笠置町 飲食業 せぶん
笠置町 飲食業 STATION！！
笠置町 飲食業 このか
笠置町 飲食業 ドライブインリバーサイド大扇
笠置町 飲食業 千両箱
笠置町 サービス業 笠置まちづくり株式会社
笠置町 サービス業 カット・サロン　Ｗａｄａ
笠置町 サービス業 ＹＵＭＥＹＡ
笠置町 サービス業 笠やん倶楽部
笠置町 サービス業 株式会社 谷川石油
笠置町 サービス業 かさぎゴルフ倶楽部
笠置町 サービス業 京都笠置クライミングクラブ
笠置町 その他 株式会社RE-SOCIAL
笠置町 その他 NPO法人ウォーターフロリデーションファンド
和束町 建設業 宮幸建設（株）
和束町 製造業 キザキ食品株式会社
和束町 小売業 スーパーカネタ
和束町 小売業 キザキ食品株式会社
和束町 小売業 山甚
和束町 小売業 うてな茶屋
和束町 小売業 えんーTRANCEわづか
和束町 小売業 山口薬局　活道ケ丘店
和束町 宿泊業 京都和束荘
和束町 宿泊業 民宿　篤庵
和束町 宿泊業 Blodge Lodge
和束町 飲食業 D－matcha株式会社
和束町 飲食業 魚忠
和束町 飲食業 お好み焼きたんぽぽ
和束町 飲食業 ランチの和花
和束町 飲食業 和束茶屋　山甚
和束町 飲食業 居酒屋さくら
和束町 飲食業 和束茶カフェ
和束町 飲食業 寿し和食たくみ
和束町 飲食業 居酒屋来てね
和束町 サービス業 ファミリーサロン・タケナカ
精華町 建設業 株式会社　田中建設
精華町 建設業 日本開発工業㈱　京都本店
精華町 建設業 株式会社森忠建設造園
精華町 建設業 株式会社　大仙工務店
精華町 建設業 有限会社エルピーエス
精華町 建設業 株式会社イチグミ
精華町 建設業 株式会社岩井組
精華町 建設業 （株）ニシジマ工業所
精華町 製造業 日本ニューロン株式会社
精華町 製造業 杉嶋縫工所
精華町 製造業 株式会社　森西鉄工所
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精華町 運輸業 木津運送株式会社　学研都市営業所
精華町 小売業 ダイソー京都祝園駅前店
精華町 小売業 ダイソービエラタウンけいはんな店
精華町 小売業 ㈱モリタ電化
精華町 小売業 ブーランジュリー　フルール
精華町 小売業 コープ祝園駅
精華町 小売業 西浅　祝園店
精華町 小売業 ㈱タナカ祝園営業所
精華町 小売業 浦井酒店
精華町 小売業 ホームセンターコーナン精華台店
精華町 小売業 お菓子の工房　がとぅぎゃらりぃ  
精華町 小売業 ㈱ひょうたんや
精華町 小売業 髙見牧場　祝園店
精華町 小売業 御菓子司 松雲堂
精華町 小売業 ベーカリーカフェ ブロート
精華町 小売業 JA京都やましろ農産物直売所祝園駅前店　 JAグリーンマーケット精華

精華町 小売業 JA京都やましろ農産物直売所山田荘店　愛菜館
精華町 小売業 MEGAドン・キホーテUNY精華台店
精華町 小売業 いしづ電気
精華町 小売業 ㈱ケイスタンダード
精華町 不動産・賃貸業 株式会社　大賀
精華町 不動産・賃貸業 株式会社ベストオーナーズ
精華町 飲食業 luck Room café
精華町 飲食業 ホルモン酒家　チング
精華町 飲食業 三福
精華町 飲食業 Café A・A　(カフェ エードットエー)
精華町 飲食業 株式会社鳥貴族 ビエラタウンけいはんな店
精華町 飲食業 魚民　ビエラタウンけいはんな店
精華町 飲食業 魚民　新祝園せいかガーデンシティ店
精華町 飲食業 お好み焼はここやねん精華町店
精華町 飲食業 ぬちぐすい鳥鳥
精華町 飲食業 無添くら寿司　精華町店
精華町 飲食業 日本料理　閑清居
精華町 飲食業 フランス料理　セルドール
精華町 飲食業 パブハウス　あ・うん
精華町 飲食業 家族亭　けいはんな店
精華町 飲食業 那達幕（ナーダム）
精華町 飲食業 豊美月
精華町 飲食業 pote-rie（ポトリエ）
精華町 飲食業 スナック エデン
精華町 飲食業 Ｃａｆｅライン
精華町 飲食業 星陽亭
精華町 飲食業 ラ．メイリー
精華町 飲食業 COCONI
精華町 飲食業 カラオケ・レインボー精華光台店
精華町 飲食業 ここらく
精華町 飲食業 ハルニレカフェ
精華町 飲食業 ももふく
精華町 飲食業 炭火焼鳥　和らく
精華町 飲食業 セレンディピティ
精華町 飲食業 串れんこん
精華町 飲食業 焼肉　元気一番
精華町 飲食業 ブーランジェヤマダ
精華町 飲食業 ル・パティシエヤマダ
精華町 飲食業 スシロー精華町店
精華町 飲食業 ジョイフル　京都精華町店
精華町 飲食業 凡蔵屋　祝園店
精華町 飲食業 トラットリアリゾラフェリーチェ
精華町 飲食業 株式会社ジョイフル関西　京都精華町店
精華町 飲食業 ラストル
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精華町 飲食業 ステーキハウス四季
精華町 飲食業 風まつり　精華台店
精華町 飲食業 かつアンドかつ　精華町店
精華町 飲食業 丸亀製麺ビエラタウンけいはんな
精華町 飲食業 Yell cafe
精華町 飲食業 京都府相楽郡精華町下狛下新庄1-34
精華町 飲食業 味処だるま
精華町 飲食業 日本料理　醉月
精華町 飲食業 あんじゅ
精華町 飲食業 焼肉・ホルモン　田
精華町 飲食業 サイゼリヤ 精華町点
精華町 飲食業 サイゼリヤ 精華町店
精華町 飲食業 鶴橋風月精華台店
精華町 飲食業 ぼんぼり
精華町 飲食業 陽はまた昇る　精華台店
精華町 サービス業 大人の健康づくり教室　グッドネス
精華町 サービス業 フィットネスクラブ　ピノス　けいはんな
精華町 サービス業 Hair Salon Kihara　(ヘアーサロン キハラ)
精華町 サービス業 整体院 慈恵
精華町 サービス業 京進スクール・ワン 祝園教室
精華町 サービス業 カットサロン“ル・ラック”
精華町 サービス業 ヘアーサロン コジマ
精華町 サービス業 髙田写真館
精華町 サービス業 クリーニングルビー　アピタタウンけいはんな店
精華町 サービス業 ゴールフリー　祝園教室
精華町 サービス業 成基学園　学研教室
精華町 サービス業 NA.color's 
精華町 サービス業 けいはんな IT トレーニングアカデミー
精華町 サービス業 楽楽亭
精華町 サービス業 リラクゼーション サロン ラ カノン
精華町 サービス業 GC京都南プチガイア精華学研店
精華町 サービス業 手づくり石けんの店ツクツク
精華町 サービス業 My Rhythm音楽事務所　精華台教室
精華町 サービス業 美装館
精華町 サービス業 JUKO株式会社
精華町 サービス業 NATURAL SMILE
精華町 サービス業 立志館進学教室　精華台校
精華町 サービス業 友接骨院
精華町 サービス業 ポーラせいかガーデンシティボーカル
精華町 サービス業 相楽自動車(株)
精華町 サービス業 進学塾関西精華台教室
精華町 サービス業 ブレッドギャラリー丸星堂
精華町 サービス業 メナード化粧品 精華桜が丘店
精華町 その他 藤木医院
精華町 その他 たけうち整骨院
精華町 その他 今井歯科医院
精華町 その他 祝園鍼灸院
精華町 その他 ケアステーション精華
精華町 その他 フリールーム　ゆう
精華町 その他 株式会社クレアリンクテクノロジー
精華町 その他 吉川歯科医院
精華町 その他 住岡歯科医院
精華町 その他 シニアライフ精華
精華町 その他 カインドナース桜
精華町 その他 パソコン教室　アミィ
南山城村 小売業 村民百貨店
南山城村 小売業 のもん市場
南山城村 小売業 ミッシーのぱん
南山城村 小売業 南山城村農林産物直販所
南山城村 宿泊業 清風荘
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南山城村 宿泊業 童仙房山荘
南山城村 宿泊業 南山城村自然の家
南山城村 飲食業 食堂つちのうぶ
南山城村 飲食業 村茶屋
南山城村 飲食業 南山城村　道の駅
南山城村 飲食業 山ちゃん
南山城村 飲食業 ガーデンカフェミーム
南山城村 飲食業 Cafe　小春食堂
南山城村 飲食業 お好み焼き藍
南山城村 サービス業 株式会社アオキカヌーワークス
南山城村 サービス業 株式会社アオキカヌーワークス　リバーアドベンチャークラブ
京丹波町 建設業 コージン設備有限会社
京丹波町 建設業 西山電気設備工事
京丹波町 建設業 イサム電工有限会社
京丹波町 製造業 ㈱京スパ
京丹波町 製造業 京都酒造株式会社
京丹波町 製造業 やすんば　trefle do'r
京丹波町 製造業 株式会社京丹波黒豆のパン屋さん
京丹波町 製造業 瑞穂窯
京丹波町 運輸業 有限会社山一サービス
京丹波町 運輸業 有限会社ミウラ
京丹波町 小売業 長井衣料品店　（WEBから申込）
京丹波町 小売業 長井衣料品店
京丹波町 小売業 道の駅　和
京丹波町 小売業 four leaf clover 幸せのパン屋さん
京丹波町 小売業 アムロス
京丹波町 小売業 いづつ屋　マーケス店
京丹波町 小売業 株式会社　いづつ屋
京丹波町 小売業 キャン・ドゥ
京丹波町 小売業 サンダイコー
京丹波町 小売業 介援堂
京丹波町 小売業 丹波高原朝採り野菜市
京丹波町 小売業 丹波国　丹の蔵
京丹波町 小売業 ドラッグ三紘堂
京丹波町 小売業 不二家　丹波マーケス店
京丹波町 小売業 ブック　プリズム
京丹波町 小売業 フラワーショップいずみ
京丹波町 小売業 道の駅　瑞穂の里さらびき
京丹波町 小売業 京丹波マルシェ
京丹波町 小売業 山下秀製菓
京丹波町 小売業 七福堂
京丹波町 小売業 清酒長老　寺井酒店
京丹波町 小売業 bio sweet's capocapo 菓歩菓歩
京丹波町 小売業 マルト塩尻商店
京丹波町 小売業 ショップムラコー
京丹波町 小売業 サンダイコー　マーケス店
京丹波町 小売業 サンダイコー　下山店
京丹波町 小売業 サンダイコー　瑞穂店
京丹波町 小売業 いづつ屋丹波マーケス店
京丹波町 小売業 いづつ屋丹波本店
京丹波町 小売業 湊米穀ガスセンター
京丹波町 小売業 湊米穀店
京丹波町 小売業 味夢の里　オリジナル練天
京丹波町 小売業 道の駅味夢の里　新兵衛屋オリジナル練り天
京丹波町 宿泊業 文化研修センターあかまつ
京丹波町 宿泊業 瑞穂B&G海洋センター
京丹波町 宿泊業 みずほガーデンロッジ
京丹波町 宿泊業 民宿きむら
京丹波町 宿泊業 民宿味里
京丹波町 宿泊業 有限会社　民宿ほその
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京丹波町 宿泊業 京の出合
京丹波町 宿泊業 農家民宿　「長老の里」
京丹波町 宿泊業 Bene Portia ベネポルティア
京丹波町 宿泊業 フェアフィールド・バイ・マリオット・京都京丹波
京丹波町 飲食業 pandozo café
京丹波町 飲食業 八光亭
京丹波町 飲食業 レストラン たんばや
京丹波町 飲食業 わち山野草の森
京丹波町 飲食業 K-RISE
京丹波町 飲食業 咲家つる丸
京丹波町 飲食業 シンサンカレー
京丹波町 飲食業 森林浴レストラン　グリーンランド
京丹波町 飲食業 チャ茶ちゃ
京丹波町 飲食業 どんぶりの都屋
京丹波町 飲食業 光ちゃん
京丹波町 飲食業 マクドナルド　丹波マーケス店
京丹波町 飲食業 揚記らぁめん
京丹波町 飲食業 レストランまこと
京丹波町 飲食業 新兵衛屋
京丹波町 飲食業 丹波大食堂
京丹波町 飲食業 丹波焼　なお道
京丹波町 飲食業 有限会社土佐寿司
京丹波町 飲食業 レストランBonchi
京丹波町 飲食業 土佐寿司
京丹波町 飲食業 うめはら
京丹波町 飲食業 カレーショップみなみ
京丹波町 飲食業 喫茶・食事処　恵那
京丹波町 飲食業 ふるさと
京丹波町 飲食業 まどい
京丹波町 飲食業 和知　うめはら
京丹波町 飲食業 MINI ONE
京丹波町 飲食業 民宿ほその　お食事処
京丹波町 飲食業 カフェ　モカ
京丹波町 飲食業 有限会社まこと（丹波味の郷レストランまこと）
京丹波町 飲食業 うな良
京丹波町 飲食業 鮎茶屋 料理旅館 角屋
京丹波町 飲食業 無双心
京丹波町 飲食業 まちもと
京丹波町 飲食業 リトルキッチン
京丹波町 飲食業 八木畜産
京丹波町 飲食業 串揚げおでん　岡花
京丹波町 飲食業 すき焼き処　花里
京丹波町 飲食業 花丘センター
京丹波町 飲食業 なお道　味夢の里店
京丹波町 サービス業 もりもと美容室
京丹波町 サービス業 道路情報センター
京丹波町 サービス業 中沢クリーニング
京丹波町 サービス業 はなだや印刷　丹波マーケス店
京丹波町 サービス業 ヘアーサロン太郎＆花子　和知店・株式会社和光
京丹波町 サービス業 ふかしのの里
京丹波町 サービス業 エムエーシープロケア株式会社
京丹波町 サービス業 一般社団法人日本愛犬愛護協会
京丹波町 サービス業 飲食店　あぜ道
京丹波町 サービス業 丹波味の郷レストランまこと
京丹波町 サービス業 ビューティーサロンふじ
京丹波町 サービス業 丹波ワインハウス事業株式会社
京丹波町 サービス業 レストラントレランツ美奈登
京丹波町 サービス業 瑞穂ゴルフ倶楽部
京丹波町 サービス業 ねっこ
京丹波町 サービス業 ECCジュニア　須知教室
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京丹波町 サービス業 COCO-MAC
京丹波町 サービス業 サニーフォトサービス
京丹波町 サービス業 ヘアーサロンなかむら
京丹波町 娯楽業 マルカメ京丹波店
京丹波町 その他 カーブス
京丹波町 その他 有限会社オアシスランド
京丹波町 その他 瑞穂環境保全センター
京丹波町 その他 林鍼灸接骨院
伊根町 製造業 有限会社　三野鉄工所
伊根町 運輸業 丹後海陸交通㈱伊根湾めぐり日出駅
伊根町 小売業 北野商店
伊根町 小売業 三野商会
伊根町 宿泊業 伊根の舟屋　香雅
伊根町 宿泊業 伊根の舟屋　風雅
伊根町 宿泊業 伊根の舟屋　雅
伊根町 宿泊業 奥伊根温泉　油屋別館　和亭
伊根町 宿泊業 奥伊根温泉　油屋本館
伊根町 宿泊業 舟屋の宿　あうら
伊根町 宿泊業 大平荘
伊根町 宿泊業 吉村屋
伊根町 宿泊業 たいせい
伊根町 宿泊業 舟屋の宿　蔵
伊根町 宿泊業 伊根かんじゃの宿　八木
伊根町 宿泊業 裳香庵
伊根町 宿泊業 舟屋の宿　和光
伊根町 宿泊業 舟屋の宿　鍵屋
伊根町 宿泊業 しばた荘
伊根町 宿泊業 舟屋の宿　あめや
伊根町 宿泊業 舟屋民宿　潮音
伊根町 宿泊業 港屋
伊根町 宿泊業 与謝荘
伊根町 宿泊業 青梅波
伊根町 宿泊業 伊根ステイ　ときわ
伊根町 宿泊業 伊根舟屋ステイ　海凪
伊根町 宿泊業 舟屋の宿　ながはま
伊根町 宿泊業 海辺の宿　かもめ
伊根町 宿泊業 舟屋の宿まるいち
伊根町 飲食業 お食事処　油屋
伊根町 飲食業 舟屋食堂
伊根町 飲食業 ラウンジHUNAYA
伊根町 飲食業 レストラン舟屋
伊根町 飲食業 食事処・呑み処なぎさ
伊根町 飲食業 CAFÉ ＆ BB　guri
伊根町 飲食業 PIENO　伊根店
伊根町 飲食業 いーわーね
伊根町 飲食業 3rd Place イネバル
伊根町 飲食業 丹後海陸交通㈱伊根湾めぐり日出駅ファーストフード
伊根町 飲食業 鮨割烹　海宮
伊根町 飲食業 INE CAFÉ
伊根町 飲食業 イネノソラGOHAN
伊根町 飲食業 奥伊根温泉油屋　スナック
伊根町 飲食業 奥伊根温泉　油屋　喫茶
伊根町 飲食業 油屋別館　和亭(風旅人)
伊根町 サービス業 海上タクシー　亀島丸
伊根町 サービス業 海上タクシー　成洋丸
伊根町 サービス業 やの理美容室
伊根町 サービス業 理容きたの
伊根町 サービス業 美容室ミツノ
伊根町 その他 伊根町商工会
伊根町 その他 幸洋丸
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伊根町 その他 蒲入水産株式会社
与謝野町 建設業 安田建設株式会社
与謝野町 建設業 安田産業株式会社
与謝野町 建設業 日下部建築㈱岩滝営業所
与謝野町 建設業 株式会社上山工務店
与謝野町 建設業 砂後建設株式会社
与謝野町 製造業 (株)加悦ファーマーズライス
与謝野町 製造業 与謝野町生産物特産加工販売施設（ちんざん）
与謝野町 製造業 与謝野町有機物供給施設
与謝野町 製造業 与謝娘酒造合名会社
与謝野町 製造業 地域農産物活用型交流施設（リフレケーキ工房）
与謝野町 製造業 菊水食品
与謝野町 製造業 丹後加工糸
与謝野町 製造業 ホリイ精密
与謝野町 製造業 安田生コン株式会社（岩滝）
与謝野町 製造業 安田生コン株式会社（男山）
与謝野町 製造業 坂下　巧威一
与謝野町 製造業 A’ｓｋ工房
与謝野町 運輸業 安田産業株式会社　野田営業所
与謝野町 運輸業 丹後海陸交通㈱本社営業所
与謝野町 卸売業 株式会社　黒岡
与謝野町 卸売業 アイビーイズミ
与謝野町 小売業 株式会社　青木オート　展示場
与謝野町 小売業 イケダ化粧品店
与謝野町 小売業 ウイルサロン
与謝野町 小売業 (株)西新　加悦SS
与謝野町 小売業 (株)西新　古代の丘SS
与謝野町 小売業 (株)西新　本店
与謝野町 小売業 (株)西新　よさのSS
与謝野町 小売業 (株)丸善書店　野田川店
与謝野町 小売業 メガネのアイ　岩滝店
与謝野町 小売業 メガネのアイ　加悦本店
与謝野町 小売業 ㈱三洋商事四辻営業所
与謝野町 小売業 おおた屋
与謝野町 小売業 小田電機商会
与謝野町 小売業 ファミリー衣料　きしもと
与謝野町 小売業 細見自動車
与謝野町 小売業 大西薬局
与謝野町 小売業 一万彩
与謝野町 小売業 マツダオートザム野田川
与謝野町 小売業 株式会社矢野自工
与謝野町 小売業 久 杉本自転車商会
与謝野町 小売業 株式会社 堀尾デンキ
与謝野町 小売業 ケーズデンキ　与謝野店
与謝野町 小売業 株式会社 きものゑん
与謝野町 小売業 パン工房パパス
与謝野町 小売業 小西薬局
与謝野町 小売業 日引商事㈱D.DサンクチュアリーのだがわSS
与謝野町 小売業 きむらフローリスト
与謝野町 小売業 フレッシュバザール野田川店
与謝野町 小売業 フレッシュバザール与謝野石川店
与謝野町 小売業 コスメチックサロン　タニグチ
与謝野町 小売業 ダイソーウィル店
与謝野町 小売業 レディーナ但馬屋
与謝野町 小売業 株式会社フクヤ　男山店
与謝野町 小売業 アルテミス　ザ・ショップIZUMI
与謝野町 小売業 牛田織物（株）
与謝野町 宿泊業 かや山の家
与謝野町 宿泊業 橋立ベイホテル
与謝野町 宿泊業 大内峠一字観公園



ステッカー交付一覧（2021/02/19）
所在地（市区町村） 業種区分 店舗・事業所名

与謝野町 宿泊業 岩滝温泉ホテル喜楽家
与謝野町 飲食業 居酒屋ぽ庵
与謝野町 飲食業 となりのぽ庵
与謝野町 飲食業 お肉の食卓　やじきた
与謝野町 飲食業 農家レストラン　焔
与謝野町 飲食業 話食の隠れ家　弥次喜多
与謝野町 飲食業 嶋乃家
与謝野町 飲食業 レストラン　ホワイト
与謝野町 飲食業 居酒屋　実のり
与謝野町 飲食業 中常
与謝野町 飲食業 浜の家
与謝野町 飲食業 スナックBell
与謝野町 飲食業 ニューきらく家
与謝野町 飲食業 パティスリーヴァニーユ
与謝野町 飲食業 北部医療センター食堂
与謝野町 飲食業 すなっく　どん
与謝野町 飲食業 花まき屋
与謝野町 飲食業 清竜
与謝野町 飲食業 欧風ダイニング　クッチーニ
与謝野町 飲食業 ことぶき
与謝野町 飲食業 喫茶　花音
与謝野町 飲食業 歌謡スタジオＹＵＫＩ＆ＹＵＫＩ
与謝野町 飲食業 をりべ
与謝野町 飲食業 シティフード　ポッペ
与謝野町 飲食業 与謝乃庵
与謝野町 飲食業 居酒屋一心
与謝野町 飲食業 農家レストラン焔与謝野店
与謝野町 飲食業 Feliz tiempo
与謝野町 飲食業 炭火焼鳥由
与謝野町 飲食業 らーめん跳満
与謝野町 飲食業 藤乃家
与謝野町 飲食業 居酒屋案山子
与謝野町 飲食業 そば楽
与謝野町 飲食業 麺家チャクリキ
与謝野町 飲食業 四季菜きはら
与謝野町 飲食業 ダンデライオン　カフェ
与謝野町 飲食業 内
与謝野町 飲食業 ラウンジ　ドリス
与謝野町 飲食業 ぜんや
与謝野町 飲食業 焼肉の味愛
与謝野町 飲食業 軽食キッサ　サウンド四季
与謝野町 飲食業 ダイニングバー　マリンクラブ
与謝野町 飲食業 気軽な喰処よかよ
与謝野町 飲食業 音ステージ
与謝野町 飲食業 Lily
与謝野町 飲食業 紫陽花
与謝野町 飲食業 カラオケ喫茶たんぽぽ
与謝野町 飲食業 nagomi　なごみ
与謝野町 飲食業 鉄板・お好み焼じゅうじゅう
与謝野町 飲食業 スナック　アプリコット
与謝野町 飲食業 さんきゅう
与謝野町 飲食業 雛
与謝野町 飲食業 スナック　ふらり
与謝野町 飲食業 うちのごはん　我が家
与謝野町 飲食業 手打そば　一福
与謝野町 サービス業 丹後ちりめん歴史館
与謝野町 サービス業 株式会社　青木オート　本社　整備工場
与謝野町 サービス業 アート美容室
与謝野町 サービス業 おのえメモリアル　かやホール
与謝野町 サービス業 おのえメモリアル　のだがわホール



ステッカー交付一覧（2021/02/19）
所在地（市区町村） 業種区分 店舗・事業所名

与謝野町 サービス業 株式会社クーネット　京都営業所
与謝野町 サービス業 ヘアーサロン太郎＆花子　石川店・株式会社和光
与謝野町 サービス業 理容ムラオ
与謝野町 サービス業 本社事務所
与謝野町 サービス業 しまさき整体院（石川）
与謝野町 サービス業 しまさき整体院（岩屋）
与謝野町 サービス業 株式会社ケアネット
与謝野町 サービス業 パソコンアカウントスクール
与謝野町 サービス業 チャーム美容室
与謝野町 サービス業 ヘアーサロン　マイウェイ
与謝野町 サービス業 ヘアークリニカルサロン
与謝野町 サービス業 理容ルミ
与謝野町 サービス業 花笑み　結ヨガ
与謝野町 サービス業 理容ヒラ
与謝野町 サービス業 ウイル宝くじ売場
与謝野町 サービス業 クリーニングホソミ ウイル店
与謝野町 サービス業 想造区 Un son doux
与謝野町 サービス業 Ｌｏｖｉｎ ｙｏｕ
与謝野町 サービス業 美容室 LA COUPE
与謝野町 サービス業 和光石油　橋立インターセルフSS
与謝野町 サービス業 （株）セレモニーまつだ
与謝野町 サービス業 グレイス ホール
与謝野町 サービス業 グレイス スタイル
与謝野町 サービス業 グレイス コテージ
与謝野町 サービス業 フラワーガーデン ソレイユ
与謝野町 サービス業 アイタック
与謝野町 サービス業 阿蘇霊照苑
与謝野町 サービス業 ミャウワン
与謝野町 サービス業 グレイスホール Yosano
与謝野町 サービス業 弁護士法人たんご法律事務所与謝野事務所
与謝野町 サービス業 株式会社海童
与謝野町 娯楽業 カラオケスカイ野田川店
与謝野町 その他 岩滝自動車教習所
与謝野町 その他 岩滝ふれあいセンター
与謝野町 その他 野田川老人憩いの家
与謝野町 その他 出雲大社与謝分祠　貴宝殿
与謝野町 その他 斎明館（食事処）
与謝野町 その他 神札所
与謝野町 その他 天橋立岩滝温泉　クアハウス岩滝
与謝野町 その他 学研　天橋立教室
与謝野町 その他 学研　加悦谷教室
与謝野町 その他 北京都建機講習スクール
与謝野町 その他 北京都ドローンスクール
与謝野町 その他 阿蘇シーサイドパーク
与謝野町 その他 加悦双峰公園
与謝野町 その他 与謝野町商工会　加悦支所
与謝野町 その他 与謝野町商工会　岩滝支所
与謝野町 その他 与謝野町商工会　本所
与謝野町 その他 与謝野町農業者健康管理施設（石田体育館）
与謝野町 その他 関野自動車有限会社
与謝野町 その他 大豆・米乾燥調製施設
与謝野町 その他 与謝野町石川農業構造改善センター
与謝野町 その他 与謝野町食と健康の拠点施設（リフレかやの里）
与謝野町 その他 広瀬創作工芸


