
＜資料３＞観光スポット一覧

分類 名称 ジャンル 住所

見る 神護寺 神社仏閣 京都市右京区梅ヶ畑高尾町5 

見る 車折神社 神社仏閣 京都市右京区嵯峨朝日町23 

見る 広隆寺 神社仏閣 京都市右京区太秦蜂岡町32

見る 妙心寺 神社仏閣 京都市右京区花園妙心寺町1

見る 仁和寺 神社仏閣 京都市右京区御室大内33

見る 化野念仏寺 神社仏閣 京都市右京区嵯峨鳥居本化野町17 

見る 祇王寺 神社仏閣 京都市右京区嵯峨鳥居本小坂町32 

見る 清涼寺(嵯峨釈迦堂) 神社仏閣 京都市右京区嵯峨釈迦堂藤ノ木町46

見る 常寂光寺 神社仏閣 京都市右京区嵯峨小倉山小倉町3

見る 大覚寺 神社仏閣 京都市右京区嵯峨大沢町4 

見る 天龍寺 神社仏閣 京都市右京区嵯峨天龍寺芒ﾉ馬場町68

見る 西明寺 神社仏閣 京都市右京区梅ヶ畑槙尾町1

見る 二尊院(小倉山二尊教院華台寺) 神社仏閣 京都市右京区嵯峨二尊院門前長神町27

見る 鹿王院 神社仏閣 京都市右京区嵯峨北堀町24 

見る 野宮神社 神社仏閣 京都市右京区嵯峨野宮町1

見る 龍安寺 神社仏閣 京都市右京区龍安寺御陵下町13

見る 想い出博物館 美術館博物館 京都市右京区嵯峨二尊院門前往生院町6-5

見る 水墨画美術苑 Gallery Sumi 美術館博物館 京都市右京区梅ヶ畑殿畑町13

見る 美空ひばり記念館 美術館博物館 京都市右京区嵯峨天龍寺芒之馬場町3-25

見る 東映太秦映画村 ｱﾐｭｰｽﾞﾒﾝﾄ 京都市右京区太秦東蜂岡町10

見る 渡月橋 その他の観光 京都市右京区嵯峨中ノ島町

見る 大沢池 その他の観光 京都市右京区嵯峨大沢町

見る 広沢池 その他の観光 京都市右京区嵯峨広沢町

見る 岩田山 その他の観光 京都市右京区嵐山渡月橋西 

見る 落柿舎 その他の観光 京都市右京区嵯峨小倉山緋明神町20

見る 大河内山荘 その他の観光 京都市右京区嵯峨小倉山田淵山町8 

見る 竹林 その他の観光 京都市右京区嵯峨小倉山

見る 東本願寺 神社仏閣 京都市下京区烏丸七条上ﾙ常葉町754

見る 渉成園 神社仏閣 京都市下京区下珠数屋町通間之町東入東玉水町300 

見る 西本願寺 神社仏閣 京都市下京区堀川通花屋町下ﾙ

見る 風俗博物館 美術館博物館 京都市下京区新花屋町通堀川東入る

見る ﾌﾞﾘｷのおもちゃ博物館 美術館博物館 京都市下京区四条堀川東入ﾙ

見る 梅小路公園 公園植物園他 京都市下京区上中之町1ｰ3 

見る 京都駅ﾋﾞﾙ ｱﾐｭｰｽﾞﾒﾝﾄ 京都市下京区烏丸通塩小路下る東塩小路町

見る KYOTO手塚治虫ﾜｰﾙﾄﾞ ｱﾐｭｰｽﾞﾒﾝﾄ 京都市下京区烏丸通塩小路下ﾙ東塩小路町901

見る 梅小路蒸気機関車館 ｱﾐｭｰｽﾞﾒﾝﾄ 京都市下京区観喜寺町

見る 京都ﾀﾜｰ その他の観光 京都市下京区烏丸通七条下ﾙ京都駅正面

見る 杉本家 その他の観光 京都市下京区綾小路通新町西入ﾙ

見る 京都市中央卸売市場 その他の観光 京都市下京区朱雀分木町80

＜観光スポット　～見る～＞
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見る 四条京町家 その他の観光 京都市下京区四条通西洞院東入ル郭巨山町11

見る 河原町通 その他の観光 京都市下京区四条通河原町

見る 法然院 神社仏閣 京都市左京区鹿ｹ谷御所ﾉ段町30

見る 阿弥陀寺 神社仏閣 京都市左京区大原古知平町古知谷阿弥陀寺83

見る 貴船神社 神社仏閣 京都市左京区鞍馬貴船町180

見る 鞍馬寺 神社仏閣 京都市左京区鞍馬本町1074 

見る 三千院 神社仏閣 京都市左京区大原来迎院町540

見る 勝林院 神社仏閣 京都市左京区大原勝林院町187 

見る 岩倉実相院 神社仏閣 京都市左京区岩倉上蔵町121

見る 圓光寺 神社仏閣 京都市左京区一乗寺小谷町13番地

見る 曼殊院 神社仏閣 京都市左京区一乗寺竹ﾉ内町42

見る 下鴨神社 神社仏閣 京都市左京区下鴨泉川町59

見る 真如堂 神社仏閣 京都市左京区浄土寺真如町82

見る 永観堂 神社仏閣 京都市左京区永観堂町48 

見る 南禅寺 神社仏閣 京都市左京区南禅寺福地町

見る 平安神宮 神社仏閣 京都市左京区岡崎西天王町97

見る 吉田神社 神社仏閣 京都市左京区吉田神楽岡町30

見る 詩仙堂 神社仏閣 京都市左京区一乗寺門口町27

見る 知恩寺 神社仏閣 京都府京都市左京区田中門前町103

見る 銀閣寺 神社仏閣 京都市左京区銀閣寺町2 

見る 宝泉院 神社仏閣 京都市左京区大原勝林院町187 

見る 蓮華寺 神社仏閣 京都市左京区上高野八幡町1 

見る 赤山禅院 神社仏閣 京都市左京区修学院開根坊町18

見る 野村美術館 美術館博物館 京都市左京区南禅寺下河原61

見る 陶板名画の庭 美術館博物館 京都市左京区下鴨半木町

見る 細見美術館 美術館博物館 京都市左京区岡崎 勝寺町6-3 

見る 宝ヶ池総合公園 公園植物園他 京都市左京区宝ヶ池

見る 京都府立植物園 公園植物園他 京都市左京区下鴨半木町

見る 京都市動物園 公園植物園他 京都市左京区岡崎法勝寺町岡崎公園内

見る 吉田山 公園植物園他 京都市左京区 

見る 京都ｺﾝｻｰﾄﾎｰﾙ その他の観光 京都市左京区下鴨半木町1-26 

見る 哲学の道 その他の観光 京都市左京区 (Kyoto-shi Sakyo-ku)

見る 大原の里 その他の観光 京都市左京区大原草生町41

見る 無鄰庵 その他の観光 京都市左京区南禅寺草川町48

見る 京大周辺 その他の観光 京都市左京区百万遍

見る 鞍馬温泉 その他の観光 京都市左京区鞍馬本町520 

見る 無鄰庵 その他の観光 京都市左京区南禅寺草川31 

見る 勧修寺 神社仏閣 京都市山科区勧修寺仁王堂町27ｰ6

見る 随心院 神社仏閣 京都市山科区小野御霊町35

見る 廬山寺 神社仏閣 京都市上京区寺町通広小路上ﾙ1丁目北ﾉ辺町397
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見る 相国寺 神社仏閣 京都市上京区今出川通烏丸東入ﾙ相国寺門前町701 

見る 梨木神社 神社仏閣 京都市上京区寺町通り広小路上ﾙ染殿680 

見る 北野天満宮 神社仏閣 京都市上京区馬喰町 

見る 晴明神社 神社仏閣 京都市上京区堀川通一条上ﾙ

見る 千本釈迦堂(大報恩寺) 神社仏閣 京都市上京区七本松通り今出川上ﾙ溝前1305 

見る 織成館 美術館博物館 京都市上京区浄福寺通上立売上ﾙ大黒町693

見る ｷﾞﾙﾄﾞﾊｳｽ京菓子 美術館博物館 京都市上京区烏丸通上立売上ﾙ

見る 西陣織会館 美術館博物館 京都市上京区堀川通今出川南入

見る 樂美術館 美術館博物館 京都市上京区油小路通り中立売上ﾙ油橋詰84

見る 上七軒 その他の観光 京都市上京区 

見る 京都御苑 その他の観光 京都市上京区京都御苑

見る 勝持寺 神社仏閣 京都市西京区大原野南春日町1194 

見る 鈴虫寺(華厳寺) 神社仏閣 京都市西京区松室地家町31 

見る 松尾大社 神社仏閣 京都市西京区嵐山宮町3 

見る 嵐山温泉 嵐峡館 その他の観光 京都市西京区嵐山元禄山11-2

見る ﾄﾛｯｺ列車 ｱﾐｭｰｽﾞﾒﾝﾄ ﾄﾛｯｺ嵯峨野駅からﾄﾛｯｺ亀岡駅まで8駅､7.3km

見る 壬生寺 神社仏閣 京都市中京区坊城通仏光寺北入ﾙ

見る 六角堂 神社仏閣 京都市中京区東洞院六角西入ﾙ堂之前248

見る 本能寺 神社仏閣 京都市中京区寺町通御池下ﾙ本能寺前522

見る 京都文化博物館 美術館博物館 京都市中京区高倉通三条上ﾙ東片623-1 

見る 同時代ｷﾞｬﾗﾘｰ 美術館博物館 京都市中京区三条通御幸町角1928ﾋﾞﾙ1階

見る ｷﾝｼ正宗 堀野記念館 美術館博物館 京都市中京区堺町二条上ﾙ亀屋町172

見る 京のじゅばん&町家の美術館 紫織庵 美術館博物館 京都市中京区新町通六角上ﾙ

見る 元離宮二条城 その他の観光 京都市中京区堀川西入ﾙ二条城町541番地

見る 神泉苑 その他の観光 京都市中京区御池通神泉苑町東入ﾙ門前町167

見る 錦市場 その他の観光 京都市中京区 

見る 京都芸術センター その他の観光 京都市中京区室町通蛸薬師下る山伏山町546-2

見る 二条陣屋 その他の観光 京都市中京区大宮通御池下ル137

見る 三条商店街 その他の観光 京都市中京区堀川三条 

見る 新京極・寺町通 その他の観光 京都市中京区新京極通四条

見る 先斗町 その他の観光 京都市中京区先斗町通

見る 青蓮院 神社仏閣 京都市東山区粟田口三条坊町69-1

見る 知恩院 神社仏閣 京都市東山区林下町400 

見る 建仁寺 神社仏閣 京都市東山区大和大路四条下ﾙ4町目小松町584 

見る 六波羅密寺 神社仏閣 京都市東山区五条通大和大路上ﾙ東入ﾙ

見る 清水寺 神社仏閣 京都市東山区清水1丁目294 

見る 高台寺 神社仏閣 京都市東山区高台寺下河原町526

見る 京都霊山護国神社 神社仏閣 京都市東山区清閑寺霊山町1

見る 三十三間堂 神社仏閣 京都市東山区三十三間堂廻町657

見る 泉涌寺 神社仏閣 京都市東山区泉涌寺山内町27
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見る 東福寺 神社仏閣 京都市東山区本町15-778 

見る 豊国神社 神社仏閣 京都市東山区大和大路正面茶屋町530

見る 方広寺 神社仏閣 京都市東山区大和大路東入る茶屋町

見る 八坂神社 神社仏閣 京都市東山区祇園町北側625

見る 仲源寺(目疾地蔵) 神社仏閣 京都市東山区四条通大和大路東入ﾙ祇園町南側585 

見る 恵比須神社 神社仏閣 京都市東山区大和大路四条下ﾙ小松町125)

見る 智積院 神社仏閣 京都市東山区東大路七条下ﾙ東瓦町964 

見る 若宮八幡宮 神社仏閣 京都市東山区五条橋東5丁目480

見る 圓徳院 神社仏閣 京都市東山区高台寺下河原町530

見る ギオンコーナー 芸術鑑賞他 京都市東山区花見小路四条下ル ヤサカ会館内 

見る 京都国立博物館 美術館博物館 京都市東山区茶屋町527

見る 何必館･京都現代美術館 美術館博物館 京都市東山区祇園町北側271 

見る 京都祇園らんぷ美術館 美術館博物館 京都市東山区祇園町南側540-1 

見る 円山公園 公園植物園他 京都市東山区円山町(八坂神社奥)

見る 南座 ｱﾐｭｰｽﾞﾒﾝﾄ 京都市東山区四条大橋東詰

見る 将軍塚 その他の観光 京都市東山区粟田口粟田山南町

見る 祇園 その他の観光 京都市東山区祇園四条花見小路

見る 新門前･古門前通 その他の観光 京都市東山区新門前通大和大路 

見る 東寺 神社仏閣 京都市南区九条町1

見る 御香宮神社 神社仏閣 京都市伏見区御香宮門前町174 

見る 藤森神社 神社仏閣 京都市伏見区深草鳥居崎町609

見る 伏見稲荷大社 神社仏閣 京都市伏見区深草薮ﾉ内町68 

見る 醍醐寺 神社仏閣 京都市伏見区醍醐東大路町22 

見る 月桂冠大倉記念館 美術館博物館 京都市伏見区南浜町247

見る 京都府立伏見港公園 公園植物園他 京都市伏見区葭島金井戸町 

見る 京都競馬場 ｱﾐｭｰｽﾞﾒﾝﾄ 京都市京都市伏見区葭島渡場町32 

見る 寺田屋 その他の観光 京都市伏見区南浜町263

見る 大手筋商店街＆竜馬商店街 その他の観光 京都市伏見区大手筋商店街 

見る 上賀茂神社 神社仏閣 京都市北区上賀茂本山町339

見る 金閣寺(鹿苑寺) 神社仏閣 京都市北区金閣寺町1

見る 等持院 神社仏閣 京都市北区等持院北町63 

見る 大徳寺 神社仏閣 京都市北区紫野大徳寺町53 

見る 地蔵院椿寺 神社仏閣 京都市北区大将軍川端町2 

見る 今宮神社 神社仏閣 京都市北区紫野今宮町21

見る 高麗美術館 美術館博物館 京都市北区紫竹上岸町15 

見る 社家の並び その他の観光 京都市北区上賀茂本山町 

見る 北山 その他の観光 京都市北区上賀茂岩ヶ垣内町

見る 宇治上神社 神社仏閣 京都府宇治市宇治山田59 

見る 三室戸寺 神社仏閣 京都府宇治市莵道滋賀谷21 

見る 平等院 神社仏閣 宇治市宇治蓮華116 
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見る 県神社 寺社仏閣 宇治市宇治蓮華72 

見る 源氏物語ﾐｭｰｼﾞｱﾑ 美術館博物館 宇治市宇治東内45-26

見る 宇治公園中の島 公園植物園他 宇治市宇治塔川

見る 保津川下り ｱﾐｭｰｽﾞﾒﾝﾄ 亀岡市保津町下中島1 

見る 長岡天満宮 神社仏閣 長岡京市天神2-15-13

見る 若草山 公園植物園他 奈良市 雑司町469

見る 奈良公園 公園植物園他 奈良市 春日野町外

見る 興福寺 神社仏閣 奈良市 登大路町48

見る 東大寺 神社仏閣 奈良市 雑司町406-1

見る 唐招提寺 神社仏閣 奈良市 五条町13-46

見る 薬師寺 神社仏閣 奈良市 西ノ京町457

見る 慈光院 神社仏閣 大和郡山市 小泉町865

見る 法隆寺 神社仏閣 生駒郡 斑鳩町 法隆寺山内1-1

見る 中宮寺 神社仏閣 生駒郡 斑鳩町 法隆寺北1丁目1番2号

見る 大安寺 神社仏閣 奈良市 大安寺2-18-1

見る 般若寺 神社仏閣 奈良市 般若寺町221

見る 興福院 神社仏閣 奈良市 法蓮町881

見る 不退寺 神社仏閣 奈良市 法蓮東垣内町517

見る 海龍王寺 神社仏閣 奈良市 法華寺北町897

見る 法華寺 神社仏閣 奈良市 法華寺中町

見る 秋篠寺 神社仏閣 奈良市 秋篠町757

見る 十輪院 神社仏閣 奈良市 十輪院町27

見る 春日大社 神社仏閣 奈良市 春日野町160

見る 奈良豆比古神社 神社仏閣 奈良市 奈良阪町2489

見る 漢国神社（林神社） 神社仏閣 奈良市 漢国町

見る 率川神社 神社仏閣 奈良市 本子守町

見る 北山十八間戸 その他 奈良市 川上町

見る 平城京跡 その他 奈良市 佐紀町

見る 頭塔（石仏） その他 奈良市 高畑町

見る 今西家書院 その他 奈良市 福智院町24-3

見る 浮見堂 その他 奈良市 高畑町山ノ上

見る ならまち格子の家 その他 奈良市元興寺町44

見る 奈良国立博物館 美術館博物館 奈良市 登大路町50

見る 寧楽美術館（依水園） 美術館博物館 奈良市 水門町74 依水園 

見る 奈良市写真美術館 美術館博物館 奈良市 高畑町600-1

見る 大和文華館 美術館博物館 奈良市学園南1-11-6

見る 時の資料館 美術館博物館 奈良市西新屋町28

食べる 湯どうふ処 ろくた 京料理 京都市右京区竜安寺五反田町14

食べる 精進料理 阿じろ 京料理 京都市右京区花園寺ﾉ前町28-3 

＜観光スポット　～食べる～＞
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食べる 竹むら 京料理 京都市右京区嵯峨天竜寺北造路町48-7

食べる 京都吉兆 本店 京料理 京都市右京区嵯峨天龍寺芒馬場町58 

食べる 嵯峨乃里 京料理 京都市右京区嵯峨天竜寺北造路町46-2

食べる 龍安寺 西源院 京料理 京都市右京区龍安寺御陵下町13 

食べる 平野屋 京料理 京都市右京区嵯峨鳥居本仙翁町16 

食べる 北嵯峨 京料理 京都市右京区北嵯峨北ﾉ段町11番地 

食べる 高雄錦水亭 京料理 京都市右京区梅ヶ畑殿畑町40 

食べる 沙羅双樹の寺 東林院 京料理 京都市右京区花園妙心寺町59 

食べる 竹乃家 京料理 京都市右京区嵯峨釈迦堂前裏柳町26-1 

食べる ぎゃあてい 京料理 京都市右京区嵯峨天龍寺造路町19-8

食べる 風流茶亭 とが乃茶屋 和食 京都市右京区梅ヶ畑栂尾町3 

食べる 嵐山 よしむら 和食 京都府京都市右京区嵐山渡月橋北詰西二軒目

食べる 菓子職人 喫茶 京都市右京区西院西高田町19

食べる 甘春堂嵯峨野店 茶房 橈 喫茶 京都市右京区嵯峨釈迦堂(清涼寺前)

食べる 老松 嵐山店 和風喫茶 京都市右京区嵯峨天龍寺芒ﾉ馬場町20 

食べる 琴きき茶屋 和風喫茶 京都市右京区嵐山渡月橋北詰西角 

食べる 鶴屋壽 嵐山店 和風喫茶 京都市右京区嵯峨天龍寺芒ﾉ馬場22 

食べる 嵐山 のむら 和風喫茶 京都市右京区嵯峨天龍寺造路町35-20 

食べる 寿楽庵 和風喫茶 京都市右京区嵯峨鳥居本仏餉田町10 

食べる 嵐山しぐれ茶屋 和風喫茶 京都市嵯峨天竜寺芒ﾉ馬場町40-35 

食べる 嵯峨あぶり餅 大文字屋 和風喫茶 京都市右京区嵯峨釈迦堂藤ﾉ木町46清涼寺境内 

食べる いっぷく茶屋 和風喫茶 京都市右京区御室小松野町28-1 

食べる くぬぎ その他の食事 京都市右京区西院巽町9四条ｱｰﾊﾞﾝﾊｲﾂ2F 

食べる おからはうす その他の食事 京都市右京区谷口円城寺町17-10 

食べる もち料理 きた村 木屋町本店 京料理 京都市下京区木屋町仏光寺上ﾙ 

食べる 露庵 菊乃井 京料理 京都市下京区木屋町通四条下ﾙ 

食べる あと村 京料理 京都市下京区木屋町四条下ﾙ

食べる 彩席ちもと 京料理 京都市下京区西石垣通四条下る 

食べる 木乃婦 京料理 京都市下京区新町通仏光寺下ﾙ岩戸山町416 

食べる ラーメン小路 和食 京都市下京区烏丸通塩小路下ル東塩小路町 京都駅ビル10Ｆ 

食べる 鳥彌三 和食 京都市下京区木屋町四条下ﾙ 

食べる 本家 第一旭たかばし店 和食 京都市下京区高倉通塩小路下ﾙ東塩小路向畑町845 

食べる 新福菜館 和食 京都市下京区高倉通塩小路下ﾙ 

食べる 味禅 和食 京都市下京区烏丸通仏光寺南入東側京都MﾋﾞﾙB1F 

食べる ｺﾛﾅ 西洋料理 京都市下京区西木屋町四条下ﾙ船頭町201 

食べる 梅小路ん 居酒屋 京都市下京区七条大宮西入ﾙ 梅小路公園内 

食べる とんがら屋 居酒屋 京都市下京区西木屋町通市之町248

食べる ｿﾜﾚ 喫茶 京都市下京区西木屋町四条上ﾙ真町 

食べる ﾌﾗﾝｿｱ喫茶室 喫茶 京都市下京区西木屋町通四条下ﾙ 

食べる boogaloo cafe 喫茶 京都市下京区四条河原町下ﾙ三筋目東入ﾙ柳側ﾋﾞﾙ1F 

資料３－6 



＜資料３＞観光スポット一覧

分類 名称 ジャンル 住所

食べる efish 喫茶 京都市下京区木屋町通五条下ﾙ西橋詰町798-1 

食べる 甘栗の老舗 林万昌堂 和風喫茶 京都市下京区四条道寺町東入ﾙ 

食べる やすい その他の食事 京都市下京区二人司町4 

食べる 珍竹林 その他の食事 京都市下京区西木屋町通四条下ﾙ船頭町237 

食べる 仏沙羅館 その他の食事 京都市下京区木屋町通松原上ﾙ美濃屋町173-1 

食べる 鯖街道 花折 京料理 京都市左京区下鴨宮崎町121 

食べる たくま 楽 京料理 京都市左京区吉田本町27-4ｻﾝﾐｯｼｪﾙ吉田1F 

食べる 総本家ゆどうふ 奥丹 南禅寺店 京料理 京都市左京区南禅寺福地町86-30 

食べる 匠斎庵 京料理 京都市左京区鞍馬本町445 

食べる 草喰なかひがし 京料理 京都市左京区浄土寺石橋町32ｰ3 

食べる 聴松院 京料理 京都市左京区南禅寺福地町 

食べる 鹿ヶ谷山荘 京料理 京都市左京区鹿ヶ谷徳善谷町4-16 

食べる 鳥居茶屋 京料理 京都市左京区鞍馬貴船町49

食べる ひろ文 京料理 京都市左京区鞍馬貴船町87 

食べる 貴船 ひろや 京料理 京都市左京区鞍馬貴船町56 

食べる 雍州路 京料理 京都市左京区鞍馬本町1074 総本山鞍馬寺山門前 

食べる 白沙村荘 京料理 京都市左京区白川道ﾊﾞｽ停銀閣寺東入ﾙ 

食べる 漬物茶屋 花ぢり 京料理 京都市左京区八瀬花尻町41 

食べる 八瀬かまぶろ温泉 ふるさと 京料理 京都市左京区八瀬近衛町239番地 

食べる 六盛 京料理 京都市左京区岡崎西天王町71 

食べる 京湯どうふ 喜さ起 京料理 京都市左京区浄土寺南田町173ｰ5 

食べる 南禅寺 順正 京料理 京都市左京区南禅寺草川町60 

食べる 洛翆 京料理 京都市左京区南禅寺下河原67 

食べる 吉田山荘 京料理 京都市左京区吉田下大路町59-1 

食べる 山ばな平八茶屋 京料理 京都市左京区山端川岸町8ｰ1 

食べる 瓢亭 京料理 京都市左京区南禅寺草川町35 

食べる うどん 日の出 和食 京都市左京区南禅寺北ﾉ坊町36 

食べる 天下一品総本店 和食 京都市左京区白川通北大路下ﾙ西側 

食べる 一番星 和食 京都市左京区岡崎北御所町28-4 

食べる 阿国庵 和食 京都市左京区岡崎南御所町40平安神宮東横 

食べる 岡北 和食 京都市左京区岡崎南御所町34 

食べる おめん 銀閣寺本店 和食 京都市左京区浄土寺石橋町74 

食べる しみず 和食 京都市左京区下鴨北園町1ｰ5

食べる 蕎麦切塩釜 和食 京都市左京区一乗寺西閉川原町29-13 

食べる 雲井茶屋 和食 京都市左京区大原草生町41 

食べる 大銀食堂 和食 京都市左京区浄土寺東田町60 

食べる 弁天茶屋 和食 京都市左京区一乗寺竹ﾉ内町15 

食べる 天天有 和食 京都市左京区一乗寺西杉ﾉ宮町49 

食べる 油屋 和食 京都市左京区鞍馬本町252 

食べる たんば茶屋 和食 京都市左京区大原草生町130 
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食べる 京のつくね家 和食 京都市左京区東丸太町8-3 

食べる 高安 和食 京都市左京区高野玉岡町39-4 

食べる 東龍 和食 京都市左京区北白川上別当町1番地 第2青山荘1F6号 

食べる ｸﾞﾘﾙ小宝 西洋料理 京都市左京区岡崎北御所町46 

食べる ﾚｽﾄﾗﾝﾏﾀﾞﾝ 白川店 居酒屋 京都市左京区北白川東小倉町40 1F 

食べる ZAC BARAN 居酒屋 京都市左京区聖護院山王町18 ﾒﾀﾎﾞ岡崎B1 

食べる ｻﾞ･ﾌﾗｲﾝｸﾞ･ｹｯｸﾞ 居酒屋 京都市左京区田中野神町6

食べる ｱｳ-ﾑ 喫茶 京都市左京区一乗寺樋之口町35-2 

食べる 叶匠寿庵 京都茶室棟 喫茶 京都市左京区若王子2-1 

食べる 学士堂 喫茶 京都市左京区田中門前町68 

食べる 六盛茶庭 喫茶 京都市左京区岡崎西天王町60 

食べる CAFE CUBE 喫茶 京都市左京区岡崎 勝寺町6-3 細見美術館B2 

食べる ｴﾄﾜ 喫茶 京都市左京区川端通丸太町下ﾙ 恵比須ﾋﾞﾙ2F 

食べる Cafe de 505 喫茶 京都市左京区円勝寺町 京都国立近代美術館内1F 

食べる 柳月堂 喫茶 京都市左京区田中下柳町5-1柳月堂ビル2F 

食べる 貴船ｷﾞｬﾗﾘｰ 喫茶 京都市左京区鞍馬貴船町27 

食べる Grill&cafe 猫町 喫茶 京都市左京区一乗寺築田町100-5 

食べる ｳﾞｪﾘｨ･ﾍﾞﾘｰ･ｶﾌｪ 喫茶 京都市左京区一乗寺谷田町1 ｳﾞｨﾍﾞｰﾙ北白川1F 

食べる ｷﾞｬﾗﾘｰ ﾌﾟﾘﾝﾂ 喫茶 京都市左京区田中高原町5 

食べる JAZZ-SPOT YAMATOYA 喫茶 京都市左京区熊野神社東入ﾙ二筋目下ﾙ 

食べる TranqRoom 喫茶 京都市左京区浄土寺真如町162-2平田ﾋﾞﾙB1 

食べる 進々堂 喫茶 京都市左京区百万遍京都大学北門前

食べる 多聞堂 和風喫茶 京都市左京区鞍馬本町235 

食べる 茶ろん 瑞庵 和風喫茶 京都市左京区岡崎円勝寺町140-5 

食べる 一乗寺 中谷 和風喫茶 京都市左京区一乗寺花ﾉ木町5(下り松) 

食べる 加茂みたらし茶屋 和風喫茶 京都市左京区下鴨松ノ木町53 

食べる きんさい その他の食事 京都市左京区一乗寺河原田町46-7 

食べる 蛸虎 その他の食事 京都市左京区一乗寺赤ﾉ宮町15-3 

食べる ﾓﾀﾞﾝ焼き専門店ﾌｼﾞ その他の食事 京都市左京区田中大堰町89ｰ5 

食べる ｴﾙ･ﾗﾃｨｰﾉ その他の食事 京都市左京区聖護院山王町43-2ﾊﾟﾚｽﾃｰﾄ日生ﾋﾞﾙB10 

食べる 西むら その他の食事 京都市左京区百万遍交差点上ﾙ東側5軒目

食べる ｶﾚｰの店 ｶﾞﾗﾑ･ﾏｻﾗ その他の食事 京都市左京区一乗寺樋ﾉ口町8-4(白川通北大路下ﾙ東側3軒目) 

食べる 萬寿亭 橘 和食 京都市山科区小野御霊町49 

食べる 近為 京料理 京都市上京区千本通五辻上ﾙ牡丹鉾町576 

食べる とようけ茶屋 京料理 京都市上京区今出川通御前西入ﾙ 

食べる yaoya 京料理 京都市上京区桝形通寺町東入ﾙ三栄町59 ﾒｿﾞﾝ･ｾ･ﾃﾞﾘｼｳ1F 

食べる 豆生庵 京料理 京都市上京区大宮通一条下ﾙ 

食べる 紅梅庵 京料理 京都市上京区今出川通御前東入ﾙ社家長屋町678 

食べる 竹邑庵太郎敦盛 和食 京都市上京区椹木町烏丸西入ﾙ養安町242ｰ12 

食べる 福助亭 和食 京都市上京区堀川通今出川下ル東側 
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食べる 大市 和食 京都市上京区下長者町通千本西入六番町 

食べる 萬春 西洋料理 京都市上京区北野上七軒712 

食べる 丸太町 東洋亭 西洋料理 京都市上京区河原町通丸太町上ﾙ 

食べる 三宝の餃子 アジア料理 京都市上京区今出川通御前東入ﾙ東今小路町774 

食べる ﾄｰﾌｶﾌｪ ﾌｼﾞﾉ 喫茶 京都市上京区今小路通御前通西入紙屋川町843-7 

食べる 京 西陣 あいすくりん ちべた 喫茶 京都市上京区千本通笹屋町東北角 

食べる ほんやら洞 喫茶 京都市上京区今出川通寺町西入ﾙ大原口町229 

食べる ShiじMa 喫茶 京都市上京区油小路通一条下ﾙ油橋詰町88 樂美術館前 

食べる 静香 喫茶 京都市上京区今出川通千本西入ﾙ南 上善寺町164 

食べる BON BON Cafe 喫茶 京都市上京区河原町通今出川東入ﾙ北側

食べる SHUHARI kyoto 喫茶 京都市上京区河原町通丸太町上ﾙ出水町274 

食べる 鶴屋吉信 和風喫茶 京都市上京区今出川堀川西入西陣船橋 

食べる 粟餅所 澤屋 和風喫茶 京都市上京区北野天満宮前西入紙屋川町 

食べる 長五郎餅本舗 和風喫茶 京都市上京区一条道七本松西入ﾙ滝ヶ鼻町430番地 

食べる 上七軒ﾋﾞｱｶﾞｰﾃﾞﾝ その他の食事 京都市上京区今出川通七本松西入ﾙ真盛町 上七軒歌舞練場内 

食べる 巣林庵 京料理 京都市西京区上桂東ﾉ口町45 

食べる 汲月園 京料理 京都市西京区嵐山中尾下町7 

食べる 渡月亭 京料理 京都市西京区嵐山中尾下町 

食べる 中村軒 和風喫茶 京都市西京区桂浅原町61 

食べる れんこんや 京料理 京都市中京区西木屋町三条下ﾙ 

食べる 山とみ 京料理 京都市中京区先斗町通四条上ﾙ 

食べる 太郎屋 京料理 京都市中京区四条通新町上ﾙ東入ﾙ

食べる 竹島 京料理 京都市中京区木屋町御池上ﾙ上樵木町496 ｱｲﾙ竹島1F 

食べる 古都梅 京料理 京都市中京区河原町通夷川東入ﾙ末丸町284-10 

食べる おばんざい 京料理 京都市中京区衣棚通御池上るｲﾁｲﾋﾞﾙ1F 

食べる 光泉洞寿み 京料理 京都市中京区姉小路通堺町東入ﾙ南側 

食べる おばんざい 菜の花 京料理 京都市中京区御幸町通六角下ﾙ 

食べる 田ごと 名月庵 京料理 京都市中京区柳馬場四条上ﾙ

食べる 豆水楼 京料理 京都市中京区木屋町道三条上ﾙ上大阪町 

食べる 創作料理 佳久 京料理 京都市中京区押小路通柳馬場西入ﾙ 

食べる 万菜 はせがわ 京料理 京都市中京区三条通柳馬場西入ﾙ 

食べる 懐石 宿 近又 京料理 京都市中京区御幸町通四条上ﾙ 

食べる やお屋の二かい 京料理 京都市中京区錦小路通柳馬場西入ﾙ 

食べる 京料理 かじ 京料理 京都市中京区丸太町通小川東入ﾙ南側 

食べる 花心亭 みのこう 京料理 京都市中京区先斗町道三条下ﾙ材木町188-8 

食べる 小豆家 京料理 京都市中京区高倉六角上ﾙ 

食べる 三條さかい萬 京料理 京都市中京区高倉通三条南 

食べる 京おばんざい 百足屋 京料理 京都市中京区新町通錦小路上ﾙ百足屋町381 

食べる 懐石 瓢樹 京料理 京都市中京区六角通新町西入西六角町101

食べる たま妓 京料理 京都市中京区両替町二条下ﾙ金吹町472-1 

資料３－9 



＜資料３＞観光スポット一覧

分類 名称 ジャンル 住所

食べる 静家 京料理 京都市中京区堀川御池西入ル 

食べる かねよ 和食 京都市中京区六角通新京極東入ﾙ松ヶ枝町456 

食べる 新進亭 和食 京都市中京区二条通麩屋町西入ﾙ 

食べる とみ寿司 京極店 和食 京都市中京区新京極四条上入ﾙ中之町578-5 

食べる こま井亭 和食 京都市中京区木屋町通三条上ﾙ東側上大阪町532 

食べる 自然派ﾚｽﾄﾗﾝ びお亭 和食 京都市中京区三条通東洞院西南角 M&Iﾋﾞﾙ2F 

食べる 味味香 和食 京都市中京区西木屋町通六角西入ﾙ ﾆｭｰ日高ﾋﾞﾙ1F 

食べる 有喜屋 本店 和食 京都市中京区先斗町通三条下ﾙ 

食べる 本家 田毎 和食 京都市中京区三条通寺町東入ﾙ12 

食べる 料理旅館･天ぷら 吉川 和食 京都市中京区富小路通御池下ﾙ 

食べる 富太楼 和食 京都市中京区錦小路通高倉西入ﾙ 

食べる 本家尾張屋 和食 京都市中京区車屋町通二条下ﾙ 

食べる とんかつ処 やまなか 和食 京都市中京区河原町通夷川下ﾙ指物町337

食べる 鳳林 和食 京都市中京区烏丸丸太町南東角ﾉｱｰｽﾞ･ｱｰｸ京都御所1F 

食べる めん馬鹿一代 和食 京都市中京区西ﾉ京中御門西町58ｰ1 

食べる 乙羽 和食 京都市中京区新京極通四条上ﾙ中之町565 

食べる 晦庵 河道屋 和食 京都市中京区麩屋町三条上ﾙ下白山町295 

食べる 更科本店 和食 京都市中京区新京極通六角下ﾙ中筋町483 

食べる ひさご寿し 和食 京都市中京区河原町通四条上ﾙ西側 

食べる 木屋町 新三浦 和食 京都市中京区木屋町通御池上ﾙ上樵木町497 

食べる 末廣寿司 和食 京都市中京区寺町通二条上ﾙ要法寺前町711 

食べる ﾄ一 和食 京都市中京区富小路錦下ﾙ西大文字町599

食べる 三嶋亭 和食 京都市中京区寺町三条下ﾙ桜の町405

食べる 志る幸 和食 京都市中京区四条河原町上ル一筋目東入ル 

食べる ﾌﾞｼｮﾝ 西洋料理 京都市中京区寺町通二条榎木町71-1 

食べる ｱﾙ･ﾏﾂｵ 西洋料理 京都市中京区寺町二条上ﾙ常磐木町55 

食べる 一養軒 西洋料理 京都市中京区木屋町四条上ﾙ25番路地 

食べる ﾍﾟﾝﾄﾗ 西洋料理 京都市中京区三条通冨小路東入ﾙ北側 

食べる ｶﾌｪ ﾁｪﾝﾄ ﾁｪﾝﾄ 西洋料理 京都市中京区三条木屋町西南角 ﾀｲﾑｽﾞﾋﾞﾙ1F 

食べる 開陽亭 西洋料理 京都市中京区先斗町四条上ﾙ柏屋町173-3)

食べる はふう 西洋料理 京都市中京区麩屋町夷川上ﾙ笹屋町471-1 

食べる ｸﾁｰﾅ ｲﾙ ｳﾞｨｱｰﾚ 西洋料理 京都市中京区堀川御池西入ﾙ南 

食べる ﾘｽﾄﾗﾝﾃ ﾃﾞｨﾎﾞ･ﾃﾞｨﾊﾞ 西洋料理 京都市中京区中京区高倉蛸薬師通東入ﾙ 

食べる 一之船入 アジア料理 京都市中京区河原町通二条下ﾙ一乃船入町537

食べる KOREAN RESTAURANT & 韓式CAFE Com アジア料理 京都市中京区先斗町通三条下ﾙ歌舞練場南隣ｴﾒﾗﾙﾄﾞ会館1階奥

食べる 京の焼肉処 弘 木屋町店 アジア料理 京都市中京区三条木屋町上ル上大坂町527

食べる A 居酒屋 京都市中京区西木屋町四条上ﾙ紙屋町 麗峰会館 2F 

食べる BAR K6 居酒屋 京都市中京区木屋町二条東入ﾙ ｳﾞｧｽﾞﾋﾞﾙ2F

食べる うしのほね あなざ 居酒屋 京都市中京区三条通富小路西3軒目北側

食べる 亀甲屋 居酒屋 京都市中京区高倉通御池下ﾙ東側 
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食べる えいたろう屋 居酒屋 京都市中京区御池通室町東入ﾙ北側 

食べる 雪月花 居酒屋 京都市中京区三条通富小路西北角 SACRAﾋﾞﾙB1F･1F 

食べる ｱﾄﾗﾝﾃｨｽ 居酒屋 京都市中京区四条先斗町上ﾙ松本町161 

食べる 長者庵 孫助 居酒屋 京都市中京区衣棚通六角上ﾙ

食べる よしみ 居酒屋 京都市中京区河原町三条上ﾙ東入ﾙ恵比須町

食べる 食酒処 沙羅樹 居酒屋 京都市中京区先斗町通四条上ﾙ鍋屋町237 

食べる 上木屋町 左近太郎 居酒屋 京都市中京区木屋町御池上ﾙ上樵木町

食べる The Hill of Tara 居酒屋 京都市中京区御池河原町通東入ﾙ ﾐﾚﾆｱﾑﾋﾞﾙ1･2F 

食べる PUBLICS HERITAGE 居酒屋 京都市中京区烏丸通三条東入ﾙ南側烏丸ｱﾈｯｸｽB1F 

食べる ｻﾖﾅﾗﾉｱﾄ 居酒屋 京都市中京区錦小路道西入ﾙ占出山町307

食べる BAR isn't it Kyoto 居酒屋 京都市中京区河原町通三条下ﾙ大黒町67-3Forum西木屋町B1F

食べる 茜屋純心軒 居酒屋 京都市中京区先斗町三条下ﾙ

食べる Irish PUB field 居酒屋 京都市中京区烏丸錦東入ﾙ錦江戸川ﾋﾞﾙ2F

食べる 京極 ｽﾀﾝﾄﾞ 居酒屋 京都市中京区新京極四条上ﾙ中之町546

食べる おばんざいとうつわや 北平 居酒屋 京都市中京区西大路四条東二筋目北上ﾙ

食べる [創味創間] 海老茶式部 居酒屋 京都市中京区麩屋調二条西入ﾙ尾張町203-2 

食べる [DINING&BAR] 玄玄 居酒屋 京都市中京区堺町通蛸薬師下ﾙ菊屋町517-1 

食べる Wachi 居酒屋 京都市中京区高倉上ﾙ大丸さたけﾋﾞﾙ4F

食べる B.C.P 喫茶 京都市中京区三条通御幸町通角 三条ありもとﾋﾞﾙ1F西 

食べる 喫茶室 嘉木 喫茶 京都市中京区寺町通二条上ﾙ 一保堂茶舗店内

食べる みゅｰず 喫茶 京都市中京区西木屋町四条上ﾙ

食べる SECOND HOUSE ｹｰｷﾜｰｸｽ 東洞院店 喫茶 京都市中京区東洞院六角下ﾙ御射山町283

食べる さらさ 喫茶 京都市中京区富小路通三条下ﾙ朝倉町534 ｳｯﾄﾞｲﾝﾋﾞﾙ2F 

食べる せいほう 本店 喫茶 京都市中京区押野小路通両替町西入ﾙ金吹町460 

食べる Red Rubber Ball 喫茶 京都市中京区三条御幸町北西角 三条ありもとﾋﾞﾙ1F 

食べる ｶﾌｪ ｱﾝﾃﾞﾊﾟﾝﾀﾞﾝ 喫茶 京都市中京区三条通御幸町角 同時代ｷﾞｬﾗﾘｰB1

食べる ｲﾉﾀﾞｺｰﾋ 本店 喫茶 京都市中京区堺町通三条下ﾙ道祐町140

食べる ﾊﾟﾃｨｽﾘｰ ｵ･ｸﾞﾙﾆｴ･ﾄﾞｰﾙ 喫茶 京都市中京区堺町通錦小路上ﾙ527-1 

食べる Lugol 喫茶 京都市中京区新町御池上ﾙ中之町50-1 ｼｪﾓｱ御池新町1F 

食べる 六曜社(地下店) 喫茶 京都市中京区河原町三条下ﾙ

食べる CAFE KOCSI 喫茶 京都市中京区富小路三条上ﾙ福長町123 黄瀬ﾋﾞﾙ2F 

食べる Ha-Ha apartment cafe 喫茶 京都市中京区麩屋町通三条下ﾙ白壁町444ﾗｲｵﾝｽﾞﾏﾝｼｮﾝ京都三条第三102 

食べる Cafe PAPAJOn'S 新京極 喫茶 京都市中京区新京極通六角下ﾙ 

食べる MERRY ISLAND 喫茶 京都市中京区木屋町通御池上ﾙ 

食べる TAWAWA 喫茶 京都市中京区烏丸姉小路下る場之町586-2新風館内 

食べる spica 喫茶 京都市中京区三条下ﾙ石屋町123-1からふね屋ﾋﾞﾙ2F 

食べる café bibliotic hello! 喫茶 京都市中京区二条通柳馬場東入る 

食べる garnier ｶﾞﾙﾆｴ 喫茶 京都市中京区三条河原町東入ﾙ中島町92 ﾀｲﾑｽﾞﾋﾞﾙ1F 

食べる ﾏｴﾀﾞｺｰﾋｰ本店 喫茶 京都市中京区烏丸蛸薬師西入ﾙ

食べる 月ヶ瀬 和風喫茶 京都市中京区河原町通四条上ﾙ二筋目東入ﾙ
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食べる 甘味茶屋 梅園 和風喫茶 京都市中京区河原町通六角下ﾙ 

食べる こんなもんじゃ 和風喫茶 京都市中京区錦小路堺町角 

食べる 京はやしや 和風喫茶 京都市中京区三条道河原町東入ﾙ中島町105ﾀｶｾﾋﾞﾙ6F 

食べる 茶寮 ぎょくえん 和風喫茶 京都市中京区木屋町三条下ﾙ石屋町126 

食べる 甘味処 栖園 和風喫茶 京都市中京区六角通高倉入ﾙ堀之上町120

食べる やすべえ その他の食事 京都市中京区先斗町通三条下ﾙ梅の木町142 

食べる 山志づ その他の食事 京都市中京区木屋町通三条下ﾙ 先斗町歌舞練場前 

食べる 京つけもの 西利 祇園店 京料理 京都市東山区四条祇園町南側578 

食べる 阿吽坊 京料理 京都市東山区八坂鳥居前町下ﾙ下河原町 

食べる 八咫 京料理 京都市東山区大和大路新橋東入ﾙ 

食べる 阿古屋茶屋 京料理 京都市東山区清水3-343 

食べる 祇園ささ木 京料理 京都市東山区祗園町北側347-100 

食べる 京麹 京料理 京都市東山区大和大路四条上ﾙ一筋目東入ﾙ 

食べる やすかわ 京料理 京都市東山区祗園末吉町93 

食べる 舞妓ﾐｭｰｼﾞｱﾑ&ｶﾌｪ 京料理 京都市東山区祇園花見小路四条下ﾙ西側 

食べる 祇園にしむら 京料理 京都市東山区祗園町南側570-160 

食べる 味舌 京料理 京都市東山区祇園町北側246 

食べる たん周 京料理 京都市東山区祗園花見小路富永町東入北側スグ ギオンプラザビル１F 

食べる おふく 京料理 京都市東山区祇園町北側中末吉町昭和ﾋﾞﾙ3F 

食べる 祇園割烹味留 京料理 京都市東山区縄手通四条上ﾙ常盤町 

食べる 二年坂なかむら 京料理 京都市東山区高台寺南門通下河原東入枡屋町349-16 

食べる 菊乃井 京料理 京都市東山区下河原町通八坂鳥居前下ﾙ下河原町459 

食べる 京料理 道楽 京料理 京都市東山区正面通本町西入正面町304 

食べる 一平茶屋 京料理 京都市東山区宮川筋1-219 

食べる 豆富料理 蓮月茶や 京料理 京都市東山区知恩院北入ﾙ 

食べる 山ふく御飯処 京料理 京都市東山区祗園花見小路四条下ﾙ一筋目東入ﾙ 

食べる わらじや 京料理 京都市東山区七条通本町東入ﾙ西之門町533

食べる 半兵衛麸 京料理 京都市東山区五条大橋東南詰 

食べる いもぼう 平野家本家 京料理 京都市東山区祇園円山公園内 

食べる 蝶々菜斉 京料理 京都市東山区宮川町2-239-2 

食べる 馳走高月 京料理 京都市東山区高台寺門前下河原町469 

食べる GOZUKON 京料理 京都市東山区花見小路新橋東入ﾙ 

食べる 祇園 いづ重 和食 京都市東山区祇園町北側292-1 

食べる 京うどん 京菜家 和食 京都市東山区岡崎神宮道三条上ﾙ 

食べる 天周 和食 京都市東山区四条通縄手東入ﾙ北側244

食べる 相撲茶屋 いころ 和食 京都市東山区祇園円山公園内 

食べる やぐ羅 和食 京都市東山区四条通南座向かい

食べる なかじん 和食 京都市東山区東山三条一筋東入ﾙ古川町546

食べる 総本家にしんそば 松葉 和食 京都市東山区四条大橋東詰

食べる いづう 和食 京都市東山区八坂新地清本町 367
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食べる ひさご 和食 京都市東山区下河原通八坂鳥居前下る下河原町484

食べる 波ぎ茶寮 和食 京都市東山区下河原町463

食べる 天ぷら圓堂八坂本店 和食 京都市東山区八坂通り東大路西入小松町566

食べる ｸﾞﾘﾙ冨士屋 西洋料理 京都市東山区祇園下河原町478

食べる 洋食のお店 安井亭 西洋料理 京都市東山区祇園町南側570-218

食べる ぎをん 萬養軒 西洋料理 京都市東山区新橋通大和大路東入ﾙ元吉町48-1

食べる 本町亭 西洋料理 京都市東山区本町7-45 

食べる Scorpione 祗園 西洋料理 京都市東山区清本町381 

食べる ｲﾙ･ｷﾞｵｯﾄｰﾈ 西洋料理 京都市東山区下河原通塔ﾉ前下ﾙ八坂上町388-1

食べる 祗園餃子処 泉門天 アジア料理 京都市東山区花見小路通新橋下ﾙ東側 竹会館1F

食べる 盛京亭 アジア料理 京都市東山区祇園町北側263 

食べる IT'S GION DEUX 居酒屋 京都市東山区縄手通四条上ﾙ二筋目入ﾙ)

食べる 山口 西店 居酒屋 京都市東山区花見小路通末吉町西入ﾙ

食べる 山口大亭 東店 居酒屋 京都市東山区祇園町北側19番路地286

食べる BAR GASLIGHT KYOTO 居酒屋 京都市東山区大和大路三条下ﾙ弁財天町19大和ﾋﾞﾙ1F

食べる 祗園 らんぶる 居酒屋 京都市東山区祗園町南側570-125

食べる 京のおそうざい ぎをん おいしんぼ 居酒屋 京都市東山区祇園町南側二筋目東入ﾙ北

食べる カフェレストランOBLIO 喫茶 京都市東山区清水3-337

食べる ｲﾉﾀﾞｺｰﾋ 清水支店 喫茶 京都市東山区清水3-334

食べる 長楽館 喫茶 京都市東山区祇園円山公園内

食べる 大原女家 和風喫茶 京都市東山区祇園町北側

食べる 下河原阿月 和風喫茶 京都市東山区祇園下河原

食べる 祇園 小石 和風喫茶 京都市東山区祇園町北側286-2

食べる 甘春堂 茶房しほり 和風喫茶 京都市東山区川端通正面東入ル豊国神社前

食べる 高台寺 洛匠 和風喫茶 京都市東山区高台寺北門前下河原東入ﾙ鷲尾町516

食べる かさぎ屋 和風喫茶 京都市東山区高台寺枡屋町349

食べる 鍵善良房 和風喫茶 京都市東山区祇園町北側264 

食べる 梅園 清水店 和風喫茶 京都市東山区清水3丁目

食べる 茶寮 都路里 和風喫茶 京都市東山区四条通祇園町南側

食べる 七條甘春堂 和風喫茶 京都市東山区本町七条角

食べる 大谷園茶舗 和風喫茶 京都市東山区今熊野椥ﾉ森町7

食べる ぎをん小森 和風喫茶 京都市東山区祇園新橋元吉町６１

食べる 壱銭洋食の店 その他の食事 京都市東山区縄手通四条上ﾙ東側

食べる あらた その他の食事 京都市南区西九条院町24-4 

食べる 魚三楼 京料理 京都市伏見区京町三丁目187 

食べる 海宝寺 京料理 京都市伏見区桃山町正宗20

食べる 雨月茶屋 京料理 京都市伏見区醍醐東大路町35-1 

食べる 玄屋 和食 京都市伏見区東組町 ﾊﾟｰｸﾃﾗｽ桃山1F 

食べる 祢ざめ家 和食 京都市伏見区深草稲荷御前町82

食べる 黄桜酒場KappaTengoku 居酒屋 京都市伏見区塩屋町233
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食べる 吟醸酒房 油長 居酒屋 京都市伏見区大手筋商店街三番街中央南側

食べる 鳥せい 本店 居酒屋 京都市伏見区上油掛町186

食べる 伏見夢百衆 喫茶 京都市伏見区南浜町247

食べる 閑臥庵 京料理 京都市北区烏丸鞍馬口東入278

食べる わら 京料理 京都市北区衣笠総門町13-3

食べる 京つけもの 五百磐 京料理 京都市北区紫野大徳寺41

食べる 大徳寺一久 京料理 京都市北区紫野大徳寺門前20

食べる 花梓侘 Kashiwai 京料理 京都市北区上賀茂今井河原町55

食べる 泉仙 大慈院店 京料理 京都市北区紫野大徳寺町4 大慈院内

食べる 割烹 味舟 京料理 京都市北区上賀茂高縄手町88-3

食べる 紫野 和久傳 京料理 京都市北区紫野雲林院町28 

食べる 今井食堂 和食 京都市北区上賀茂御薗口町2 

食べる 手打ち蕎麦 かね井 和食 京都市北区紫野東藤ﾉ森町11-1

食べる ｷｬﾋﾟﾀﾙ東洋亭 本店 西洋料理 京都市北区上賀茂北山通植物園北山門前

食べる ｵﾑﾗﾊｳｽ 金閣寺店 西洋料理 京都市北区衣笠総門町10-9 

食べる ﾒｿﾞﾝ･ﾄﾞｩ･ｲｯﾃｰ 西洋料理 京都市北区上賀茂松本町90 

食べる ｻｶｲみその橋店 アジア料理 京都市北区大宮東総門口町38-3

食べる Cafe DOJI 喫茶 京都市北区小山元町20-21

食べる ﾏｰﾙﾌﾞﾗﾝｼｭ 北山本店 喫茶 京都市北区北山通植物園北門前

食べる さらさ 西陣 喫茶 京都市北区紫野東藤森町11-1

食べる Cafe Salon 喫茶 京都市北区上賀茂高縄手町75ｸﾙｰｾ神山1F

食べる 長久堂 北山店 和風喫茶 京都市北区上賀茂畔勝町97-3 

食べる 昌南 その他の食事 京都市北区紫野東野町34

食べる ｼﾞｬﾝﾎﾞ その他の食事 京都市北区等持院南町35

食べる 伊藤久右衛門 茶房 和風喫茶 宇治市莵道荒槙19-3

食べる つうゑん茶屋 和風喫茶 宇治市宇治又振37

食べる アーニーハウス ｶﾌｪ 奈良市 三碓町214-2

食べる お茶処　ときわ ｶﾌｪ 奈良市水門町70-6

食べる 寿し常本店 すし 奈良市 橋本町15 

食べる オームスウィートオーム 西洋料理 大和郡山市城内町2-7

食べる 奈良文化会館レストラン その他 奈良市 登大路町奈良県文化会館内 

食べる 贔屓屋　奈良本店 居酒屋 奈良市 三条町511-3 

食べる エルバ　奈良店 西洋料理 奈良市 登大路町36-2奈良商工会議所地下1階

食べる ステーキハウス壹番 西洋料理 奈良市 登美ヶ丘5-2-7 

食べる  鹿鳴館 西洋料理 奈良市西登美ケ丘1-3-2

食べる 桃谷樓 中華料理 奈良市 芝辻町2-11-1 

食べる 北京料理奈良百楽 中華料理 奈良市 東向中町28近鉄奈良駅ビル8階 

食べる 天ぷら飛鳥 天ぷら 奈良市 勝南院町11-1 

食べる 青葉茶屋 和食その他 奈良市 高畑町1169 

食べる 馬の目 和食その他 奈良市 高畑町1158 
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食べる 永楽 和食その他 奈良市 雑司町488 

食べる 江戸三 和食その他 奈良市 高畑町1167 

食べる 春日荷茶屋 和食その他 奈良市 春日野町160 

食べる 観鹿荘 和食その他 奈良市 春日野町10 

食べる 菊水楼 和食その他 奈良市 高畑町1130 

食べる 草の戸 和食その他 奈良市 六条町151 

食べる 志津香 和食その他 奈良市 小西町 

食べる 月日亭　近鉄奈良駅前店 和食その他 奈良市 東向中町6奈良県経済倶楽部ビル2Ｆ

食べる 東吉 和食その他 奈良市 三条大路1丁目594 

食べる 塔の茶屋 和食その他 奈良市 登大路町

食べる 奈良春日奥山　月日亭 和食その他 奈良市 春日野町158 

食べる 日本料理　佐久良 和食その他 奈良市 春日野町98-1 

食べる 平宗 和食その他 奈良市 今御門町

食べる ふる里 和食その他 奈良市 東向中町 10

食べる 萬京 和食その他 奈良市 六条町410 

食べる 三山 和食その他 奈良市 春日野町11番地 

食べる 和風薬膳料理　京小づち 和食その他 奈良市下御門町21

買う 嵐山古都芋本舗 食品店 京都市右京区嵯峨天竜寺立石町2-1

買う 京の地豆腐 久在屋 食品店 京都市右京区天神川五条上ﾙ西京極北大入町132番地

買う 嵯峨豆腐 森嘉 食品店 京都市右京区嵯峨釈迦堂藤ﾉ木町42

買う ﾊﾟﾝﾄﾞﾚ 食品店 京都市右京区嵯峨鹿王院駅前

買う ﾗﾌﾞﾘｰﾆｼﾔﾏ 食品店 京都市右京区太秦森ヶ前町13 

買う ﾌﾚｼﾞｪ かのう洋菓子店 嵯峨店 食品店 京都市右京区嵯峨広沢南野町11-5 

買う むっしゅくれむ 食品店 京都市右京区常盤御池町14-9

買う 手作りﾊﾟﾝの店 ﾓﾉﾎﾟｰﾙ 食品店 京都市右京区西京極大門町20-6 

買う ﾌﾞﾗﾝｼﾞｭﾘｰ ｼｬﾝﾋﾟﾆｵﾝ 食品店 京都市右京区西京極南衣手町57 

買う ILE DE CENTRE 食品店 京都市右京区太秦開日町2-3 

買う 洋菓子の店 ﾏﾚｰﾇ 食品店 京都市右京区太秦一ﾉ井町10-7

買う 老松 嵐山店 食品店 京都市右京区嵯峨天龍寺芒ﾉ馬場町20 

買う ﾌﾟﾗｯﾂ 工芸品店 京都市右京区嵯峨天龍寺造路町5 

買う 京嵯峨 寿庵 工芸品店 京都市右京区嵯峨小倉緋明神町1-11

買う 嵯峨螺鈿･野村 工芸品店 京都市右京区嵯峨釈迦堂大門町26

買う 銭京 工芸品店 京都市右京区御室小松野町25-17

買う 嵐山はんなり･ほっこりスクエア その他の店 京都市右京区嵯峨天龍寺造路町20-1

買う ｴｽﾌｨｰﾌｧ 食品店 京都市下京区柳馬場四条下ﾙITOﾋﾞﾙ1F

買う 福寿園京都駅店(京都駅ﾋﾞﾙB1) 食品店 京都市下京区烏丸通塩小路下ﾙ東塩小路町6572 

買う 豆富本舗 食品店 京都市下京区東中筋通七条上ﾙ文覚町387

買う 笹屋伊織 食品店 京都市下京区七条通大宮西入花畑町86

買う 亀屋良長 食品店 京都市下京区四条堀川東入柏屋町17-19

＜観光スポット　～買う～＞
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買う 田中長奈良漬店 食品店 京都市下京区綾小路通烏丸西入童侍者町160

買う 川勝總本家 食品店 京都市下京区大宮通五条上ﾙ西側

買う 賀茂とうふ 近喜 食品店 京都市下京区西木屋町通四条下ﾙ船頭町202

買う まるき製ﾊﾟﾝ所 食品店 京都市下京区松原通堀川西入ﾙ

買う 総本家 近清 食品店 京都市下京区六条通西洞院東入ﾙ上若宮町94

買う 村上重本店 食品店 京都市下京区西木屋町四条下ﾙ船頭町190

買う ｱﾝｼﾞｭｰﾙ桃の木 食品店 京都市下京区西七条東御前田町39 KRPﾚｼﾞﾃﾞﾝｽ1F

買う Alpine 食品店 京都市下京区高辻大宮東入ﾙ

買う 和田卯 工芸品店 京都市下京区高辻通富小路西入ﾙ雁金町159

買う 丹治蓮生堂 工芸品店 京都市下京区七条通烏丸西入ﾙ北側

買う 鳥井金網工芸 工芸品店 京都市下京区寺町通松原下ﾙ

買う 香老舗 薫玉堂 工芸品店 京都市下京区堀川通西本願寺前

買う 津久間 紙店 工芸品店 京都市下京区新町通花屋町下ﾙ

買う 森田和紙 倭紙の店 工芸品店 京都市下京区東洞院通仏光寺上ﾙ

買う 十三や 工芸品店 京都市下京区四条通寺町東入ル13

買う 本家常久 工芸品店 京都市下京区四条通河原町東入

買う 市原平兵衞商店 工芸品店 京都市下京区堺町通四条下ﾙ東側

買う 開化堂 工芸品店 京都市下京区河原町六条東入ﾙ梅湊町

買う 谷川清次郎商店 工芸品店 京都市下京区御幸町高辻上ﾙ443

買う 常信 工芸品店 京都市下京区四条寺町西入ﾙ

買う ｲﾉﾌﾞﾝ四条本店 工芸品店 京都市下京区四条通河原町西入ル

買う ｱﾙﾊﾞ 京都店 工芸品店 京都市下京区四条通麩屋町角 

買う 二十三や 工芸品店 京都市下京区四条通河原町東入ﾙ真町85

買う 永楽屋 細辻伊兵衛商店 四条店 工芸品店 京都市下京区寺町東入御旅宮本町11

買う 井助商店 工芸品店 京都市下京区柳馬場通五条上ﾙ

買う 創作京履物 伊と忠 工芸品店 京都市下京区四条河原町東入ﾙ真町81

買う 大丸京都店 その他の店 京都市下京区四条高倉西入立売西町79 大丸京都店

買う 京都高島屋 その他の店 京都市下京区四条通河原町西入ﾙ真町52

買う 四条河原町阪急 その他の店 京都市下京区四条通河原町東入ﾙ真町68

買う 藤井大丸 その他の店 京都市下京区四条寺町貞安前之町605

買う ｼﾙｳﾞｧﾝ書房 その他の店 京都市下京区松原通東洞院西入ﾙ燈籠町598

買う 船はし屋 その他の店 京都市下京区寺町通綾小路下ﾙ中之町570

買う 四君子 その他の店 京都市下京区四条通西洞院東入ﾙ南側

買う 伊勢丹 その他の店 京都府京都市下京区烏丸通塩小路下ル東塩小路町

買う ﾌﾟﾗｯﾂ近鉄 その他の店 京都市下京区烏丸七条南

買う Porta その他の店 京都市下京区烏丸通塩小路下ル東塩小路町

買う 緑菴 食品店 京都市左京区浄土寺下南田町126-6

買う 土井志ば漬本舗 食品店 京都市左京区八瀬花尻町41

買う 雲母漬本舗 穂野出 食品店 京都市左京区一乗寺谷田町43

買う くらま辻井 食品店 京都市左京区鞍馬本町447
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買う ｸﾞﾗﾝﾃﾞｨｰﾙ下鴨 食品店 京都市左京区下鴨梅ﾉ木町44 ロジェ下鴨1F

買う こせちゃ 食品店 京都市左京区一乗寺釈迦堂町33-2

買う ﾙﾎﾞﾝﾃﾞｨｰ 食品店 京都市左京区一乗寺梅ﾉ木町54-1

買う ﾏﾝ ｼｴｰﾙ 食品店 京都市左京区浄土寺西田町108-7 

買う 満月 食品店 京都市左京区鞠小路通今出川上ﾙ

買う ﾊﾟﾝ ﾄﾞ ﾗﾃﾞｨ 食品店 京都市左京区高野西開町31-1 入江ハイツ1F 

買う ﾊﾟﾃｨｼｪｰﾙ･ｵｵﾏｴ 食品店 京都市左京区浄土寺馬場町19 

買う 白川ﾍﾞｰｶﾘｰ 食品店 京都市左京区北白川久保田町64

買う ﾚ･ﾌﾚｰﾙ･ﾑﾄｳ 食品店 京都市左京区岩倉北池田町27-3 ｸﾞﾘｰﾝﾋﾞｭｰ1F

買う ｸﾞﾘｰﾝｹﾞｲﾌﾞﾙｽ･ﾄﾞﾘｰﾑ 食品店 京都市左京区北白川下池田町116

買う ｱﾝﾊﾟｯｻﾝ 食品店 京都市左京区下鴨本通葵橋上ﾙ 宮河町10-10

買う ﾕﾉﾃﾞｨｴｰﾙ 食品店 京都市左京区下鴨松ﾉ木町20 

買う 京華堂利保 食品店 京都市左京区二条通川端東入ﾙ難波町

買う 緑寿庵清水 食品店 京都市左京区吉田泉殿町38番地の2

買う 志ば久 食品店 京都市左京区大原三千院道 

買う 美玉屋 食品店 京都市左京区下鴨東本町18 

買う ﾍﾞｯｸ･ﾙｰｼﾞｭ 食品店 京都市左京区一乗寺花ﾉ木町21-3

買う ﾊﾟﾃｨｽﾘｰ ﾚ･ｼｬﾝﾄﾞｰﾙ ﾙ･ﾌﾞﾚ 食品店 京都市左京区北白川別当町3-2

買う かしく 工芸品店 京都市左京区南禅寺草川町64

買う In The Mood 工芸品店 京都市左京区吉田神楽岡町69

買う 唐長 工芸品店 京都市左京区修学院水川原町36-9

買う 時代裂屋 梵 工芸品店 京都市左京区北白川堂ﾉ前町38-1

買う ｷﾞｬﾗﾘｰｱﾝﾌｪｰﾙ/ｱﾝﾌｪｰﾙ 工芸品店 京都市左京区一乗寺払殿町10

買う ﾉｽﾀﾙｼﾞｯｸ ｹﾛﾖﾝ堂 工芸品店 京都市左京区下鴨本町11-1 

買う ｸﾞﾗﾝﾋﾟｴ 工芸品店 京都市左京区岡崎東天王町43-5 ﾚｼﾞﾃﾞﾝｽ岡崎

買う 傘の栗田 工芸品店 京都市左京区丸太町通川端東入ﾙ東丸太町11

買う ARTCUBE SHOP 工芸品店 京都市左京区岡崎 勝寺町6-3細見美術館B2F

買う うつわやあ花音 工芸品店 京都市左京区南禅寺福地町83-1

買う 恵文社 一乗寺店 その他の店 京都市左京区一乗寺払殿町10

買う ｵﾌﾞｼﾞｪ その他の店 京都市左京区白川道北大路上ﾙ東側ﾊｲﾂ白川1F

買う 竹岡書店 その他の店 京都市左京区浄土寺西田町81-4

買う きりん館 その他の店 京都市左京区田中大堰町157 

買う 京都ハンディクラフトセンター その他の店 京都市左京区聖護院円頓美町21

買う 大黒屋鎌餅本舗 食品店 京都市上京区寺町通今出川上ﾙ4丁目阿弥陀寺前町西入ﾙ

買う 出町ふたば 食品店 京都市上京区河原町通今出川上ﾙ青龍町236

買う 本田味噌本店 食品店 京都市上京区室町通一条558 

買う 手造り京煎餅雅苑 食品店 京都市上京区相合図子通下立売上ﾙ東入鳳瑞町247

買う 塩芳軒 食品店 京都市上京区黒門通中立売上ﾙ

買う 京とうふ藤野 食品店 京都市上京区一条通御前通西入3-西町90-4

買う 丸太町かわみち屋 食品店 京都市上京区丸太町通河原町西入信富町331
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買う 俵屋吉富 食品店 京都市上京区室町通上立売上ﾙ室町頭町285-1

買う 京生麩大野 食品店 京都市上京区新町通一条上ﾙ一条殿町503-6

買う 丁子屋老舗 食品店 京都市上京区今出川通寺町東入ﾙ米屋町293

買う ﾎﾞﾅﾍﾟﾃｨ 食品店 京都市上京区今出川通新町西入

買う お婦久軒 食品店 京都市上京区今出川通御前西入ﾙ紙屋川町825

買う 粟餅所 澤屋 食品店 京都市上京区北野天満宮前西入紙屋川町 

買う Lapin d'Or 食品店 京都市上京区今出川通堀川西入ﾙ

買う ﾍﾞｲｸﾛｰﾄﾞ 食品店 京都市上京区浄福寺通丸太町下ﾙ二筋目角

買う la natura 食品店 京都市上京区今出川通六軒町西入ﾙ

買う 田辺宗 食品店 京都市上京区河原町今出川上ﾙ

買う ABC 食品店 京都市上京区今出川通大宮西入ﾙ171

買う ﾒｿﾞﾝ･ﾄﾞ･ｶﾞﾄｰ 食品店 京都市上京区中立売浄福寺西入加賀屋町384-3-1F

買う 佐々木酒造 食品店 京都市上京区日暮通椹木町下ﾙ北伊勢屋町727

買う 老松 北野店 食品店 京都市上京区今出川通御前東入ﾙ社家長屋町672-2

買う 野呂本店 食品店 京都市上京区寺町通今出川上ﾙ1丁目

買う ｹｰｷ工房 ZiZi 北野店 食品店 京都市上京区今出川通御前東入ﾙ北側西今小路町

買う ｸﾞﾚｰｽ･ｾｿﾞﾝ 食品店 京都市上京区今出川通七本町西入ﾙ真乗町731

買う SEDIA 工芸品店 京都市上京区大宮通中立売上ﾙ糸屋町201-8

買う 織成舘 工芸品店 京都市上京区淨福寺通上立売上ﾙ大黒町693

買う 伴戸商店 工芸品店 京都市上京区堀川通今出川南入ﾙ

買う Machiya de ほっ 工芸品店 京都市上京区大宮通元誓願寺下ﾙ

買う 龍華堂 工芸品店 京都市上京区寺之内浄福寺東入ﾙ中猪熊町308

買う Take to 竹 工芸品店 京都市上京区油小路通下長者町角

買う ｻﾝﾑｰﾝ京都･西陣本店 工芸品店 京都市上京区新町通上立売上ﾙ

買う 京のてんてん 西陣本店 工芸品店 京都市上京区智恵光院通寺之内下ル古美濃部町186

買う 大地堂 その他の店 京都市上京区河原町通今出川東入ﾙ梶井町446

買う 山田製油 食品店 京都市西京区桂巽町4

買う お菓子の工房 Bambocheur 食品店 京都市西京区桂野里町50-9

買う 格子家 食品店 京都市中京区大宮通押小路角市之町180番地

買う 京都鶴屋鶴寿庵 食品店 京都市中京区壬生椰ﾉ宮町24 

買う 京かまぼこ茨木屋 食品店 京都市中京区柳馬場通押小路下ﾙ虎石町39

買う 一保堂茶舗 食品店 京都市中京区寺町通二条上ﾙ常盤木町52番地

買う 三木鶏卵 食品店 京都市中京区錦小路通富小路西入ﾙ東魚屋町182

買う 麩太 食品店 京都市中京区西ノ京職司町25

買う 湯波吉 食品店 京都市中京区錦小路通御幸町西入鍛治屋町213

買う 京菓子処 鼓月四条烏丸店 食品店 京都市中京区烏丸通錦小路下ﾙ笋町681

買う グラン・ボロニヤ 食品店 京都市中京区錦小路通り堺町角

買う FLEUR DE FARINE 食品店 京都市中京区東洞院三条下ﾙ三文字町200 ミックナカムラビル1F

買う 御幸町 関東屋 食品店 京都市中京区御幸町通夷川上ﾙ松本町582

買う MONICA 食品店 京都市中京区御幸町通蛸薬師下ﾙ船屋町388
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買う ﾊﾞｯｹﾝﾊｲﾑ 食品店 京都市中京区河原町四条上ﾙ米屋町393ﾕｰﾊｲﾑﾋﾞﾙ1F

買う 松屋常盤 食品店 京都市中京区堺町通丸太町下る

買う 村上開新堂 食品店 京都市中京区寺町通二条上ル常盤木町62

買う 京菓子司 源水 食品店 京都市中京区油小路通二条下ﾙ二条油小路町275

買う 望月本舗 食品店 京都市中京区木屋町三条上ル

買う ｳﾞｧﾝｾｯﾄ ﾃﾞｭｸﾞﾚ 食品店 京都市中京区烏丸通蛸薬師西入ﾙ 第12長谷ﾋﾞﾙ1F

買う ｼﾞｭｳﾞｧﾝｾﾙ 食品店 京都市中京区御池通高倉西入ﾙ

買う ﾗ･ﾈ-ｼﾞｭ 食品店 京都市中京区三条通猪熊西入ル御供町309

買う ﾐｽﾀｰ･ﾍﾞ-ｸﾏﾝ 食品店 京都市中京区衣棚通夷川上ﾙ西側

買う ｷｰﾄｽ 食品店 京都市中京区壬生坊城町33 ｸﾞﾗﾝﾃﾞｨｰﾙ朱雀1F

買う miel mie,Inc 食品店 京都市中京区三条通富小路西入ル

買う 錦･高倉屋 食品店 京都市中京区錦小路通麩屋町通東入ﾙ東大文字町289-2

買う ﾌﾞﾙｰﾃﾞﾙ 食品店 京都市中京区西洞院通夷川上ﾙ毘沙門町397-2

買う ｸﾛ･ﾃﾞ･ﾑｰｼｭ 食品店 京都市中京区東洞院通御池下ﾙ笹屋町438-4 ｱﾌﾞﾆｰﾙ御池1F

買う 天狗堂海野製ﾊﾟﾝ所 食品店 京都市中京区三条通御前東南角

買う 二條若狭屋 食品店 京都市中京区二条通小川東入ﾙ西大黒町333

買う 植村義次 食品店 京都市中京区丸太町通烏丸西常真横町193

買う 畑野軒老舗 食品店 京都市中京区錦小路通高倉東入ﾙ 

買う 三条若狭屋 食品店 京都市中京区三条通堀川西入ﾙ

買う 御菓子司 養老軒 食品店 京都市中京区四条通西大路東入ﾙ南側 

買う ﾄｩﾚ･ﾄﾞｩｰ 食品店 京都市中京区三条通新町角

買う 大極殿本舗 六角店 食品店 京都市中京区六角通高倉入ﾙ堀之上町120 

買う 幸福堂 食品店 京都市中京区壬生梛ﾉ宮町20 

買う 香雪軒 工芸品店 京都市中京区二条道河原町東入ﾙ桶之口町474

買う ｱﾝｼﾞｪ 工芸品店 京都市中京区河原町三条上ﾙ西側

買う 芽亜里三条店 工芸品店 京都市中京区寺町通三条下ﾙ永楽町224

買う 古美術 大吉 工芸品店 京都市中京区寺町道二条下ﾙ妙満寺前町452

買う 清課堂 工芸品店 京都市中京区寺町通二条下ﾙ

買う 香老舗松栄堂 工芸品店 京都市中京区烏丸通二条上ﾙ東側

買う くろちく百千足館 工芸品店 京都市中京区新町通錦小路上ﾙ百足屋町380

買う 酢屋 工芸品店 京都市中京区河原町三条下ﾙ一筋目東入ル(竜馬通り)

買う うるわし屋 工芸品店 京都市中京区丸太町通麩屋町東入ﾙ

買う 石黒香舗 工芸品店 京都市中京区三条通柳馬場桝屋町72 

買う GEORGE'S KYOTO 工芸品店 京都市中京区烏丸通姉小路下ﾙ場之町586-2新風館1F･3F 

買う 鳩居堂 工芸品店 京都市中京区寺町姉小路下ル下本能寺前町520

買う 和座百衆 工芸品店 京都市中京区蛸薬師通烏丸西入ﾙ橋弁慶町231

買う 有次 工芸品店 京都市中京区錦小路御幸町西入ﾙ鍛冶屋町219

買う 夢創工房田中屋 工芸品店 京都市中京区高倉通錦小路上ﾙ 

買う 内藤商店 工芸品店 京都市中京区三条通三条大橋西詰

買う ゑり正 工芸品店 京都市中京区寺町四条上ﾙ東大文字町３０８ 
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買う 丁子屋 工芸品店 京都市中京区二条通麩屋町東入ﾙ丁子屋町683

買う 奈良吉 工芸品店 京都市中京区高倉通三条上ﾙ東片町611

買う 宮脇賣扇庵 工芸品店 京都市中京区六角通富小路西入ﾙ大黒町73

買う 紙司柿本 工芸品店 京都市中京区寺町通二条上ﾙ東側 

買う 梶村工芸 工芸品店 京都市中京区姉小路通富小路西入ﾙ福長町120

買う 熊谷道具處 工芸品店 京都市中京区寺町二条上ﾙ常盤木町63

買う 暮らしの工房 和 工芸品店 京都市中京区猪熊通四条上ﾙ錦猪熊町526

買う 丸益西村屋 工芸品店 京都市中京区御池通小川下ﾙ東側壺屋町445｢繭｣内

買う 井川建具･道具店 工芸品店 京都市中京区夷川通烏丸東入ﾙ

買う 中国百貨 工芸品店 京都市中京区三条通寺町西入ﾙ弁慶石町63

買う scale京都店 工芸品店 京都市中京区河原町三条下ﾙ一筋目東入ﾙVOXﾋﾞﾙ1F

買う 京ごふく おか善 工芸品店 京都市中京区御池通寺町西入ﾙ亀屋町371

買う 京都 ｱﾝﾃｨｰｸｾﾝﾀｰ 工芸品店 京都市中京区寺町二条上ﾙ

買う ｴﾄｽ 工芸品店 京都市中京区寺町通御池上ﾙ西側 

買う 万足屋 きむら 工芸品店 京都市中京区蛸薬師通麩屋町角 

買う 伊藤組紐店 工芸品店 京都市中京区寺町通六角上ﾙ永楽町243

買う よｰじや三条店 工芸品店 京都市中京区三条通麩屋町東北角

買う IREMONYA DESIGN LABO 工芸品店 京都市中京区二条通高倉西入ﾙ 

買う 竹又中川竹材店 工芸品店 京都市中京区御幸町通二条上ﾙ

買う 永楽屋 細辻伊兵衛商店 工芸品店 京都市中京区室町通三条上ﾙ役行者町368

買う あぶらとり紙専門店 象 河原町本店 工芸品店 京都市中京区河原町通四条上ﾙ米屋町382番地 

買う ｱﾝﾃｨｰｸ COM 工芸品店 京都市中京区三条高倉上ﾙｺﾑﾊｳｽ1F京都文化博物館 

買う 阿以波 工芸品店 京都市中京区柳馬場六角下ﾙ

買う ﾀﾁﾊﾞﾅ商会 工芸品店 京都市中京区西木屋町三条下ﾙ大黒町71-25 

買う 嵩山堂 はし本 工芸品店 京都市中京区六角通麩屋町東入

買う 鈴木松風堂 工芸品店 京都市中京区柳馬場蛸薬師上ﾙ井筒屋町421番地

買う 百花堂 工芸品店 京都市中京区三条通富小路西入ﾙ中ﾉ町20 SACRAﾋﾞﾙ2F 

買う tententen 工芸品店 京都市中京区富小路西入ﾙ中之町SACRAﾋﾞﾙ1F

買う くらふとｷﾞｬﾗﾘｰ集(SHU) 工芸品店 京都市中京区堺町通御池下ﾙ丸木材木町680-3

買う 河原町ｵｰﾊﾟ その他の店 京都市中京区河原町通四条上ﾙ

買う 平安楼 その他の店 京都市中京区河原町三条上ル一筋目東入ル恵比寿町444 

買う ｺｲｽﾞﾐ楽器店 その他の店 京都市中京区寺町御池下ﾙ518 

買う ｽﾎﾟｰﾂ館 ﾐﾂﾊｼ その他の店 京都市中京区東洞院御池北東角

買う 大龍堂書店 その他の店 京都市中京区新椹木町通竹屋町上ﾙ東側 

買う 京都BAL その他の店 京都市中京区河原町通三条下ﾙ山崎町251

買う ﾄﾞｩﾆｰﾑ 京都 その他の店 京都市中京区富小路道蛸薬師下ﾙ高宮町576-1

買う ﾛｼﾞｰﾀ その他の店 京都市中京区三条麩屋町西北角 

買う ｵｰｸﾞﾘｰ その他の店 京都市中京区御池御幸町上ﾙ亀屋町371-1

買う 新風館 その他の店 京都市中京区烏丸通姉小路下ﾙ場之町586-2

買う 大書堂 その他の店 京都市中京区寺町通錦小路上ﾙ西側 
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買う HATA革包 その他の店 京都市中京区寺町通夷川上ﾙ藤木町31-1 

買う ﾏｷﾞｰ･ﾒｲ その他の店 京都市中京区河原町三条上ﾙ3筋目東入ﾙ田中ﾋﾞﾙ1F

買う ｵｽﾃｨｱｼﾞｬﾊﾟﾝ衣 その他の店 京都市中京区寺町蛸薬師北西角 

買う ﾛﾝﾄﾞﾝﾔ その他の店 京都市中京区新京極四条上ﾙ中之町５６５ 

買う 眼鏡研究社 その他の店 京都市中京区新京極通蛸薬師上ﾙ

買う JET SET京都店 その他の店 京都市中京区河原町通三条上ﾙ下丸屋町410ﾕﾆﾃｨ河原町ﾋﾞﾙ6F

買う ｱｽﾀﾙﾃ書房 その他の店 京都市中京区御幸町三条上ﾙ東側ｼﾞｭｴﾘｰﾊｲﾂ2F 

買う ｽﾐｽ ｳﾞｨﾝﾃｰｼﾞｳｫｯﾁ その他の店 京都市中京区西洞院通蛸薬師下ﾙ古西町427

買う ﾒﾃﾞｨｱｼｮｯﾌﾟ その他の店 京都市中京区河原町三条下ﾙ1筋目東入ﾙ大黒町44VOXﾋﾞﾙ1F 

買う 三条ｻｸﾗﾔ 南店 その他の店 京都市中京区河原町通蛸薬師下ﾙ東側 

買う 三年庵 食品店 京都市東山区清水3丁目三年坂下ﾙ

買う 野村治郎助商店 食品店 京都市東山区問屋町通五条下ﾙ 

買う 文の助茶屋本店 食品店 京都市東山区八坂通下河原東入八坂上町373 

買う 七味家本舗 食品店 京都市東山区清水2-221

買う 半兵衛麩 食品店 京都市東山区問屋町通五条下ﾙ2丁目上人町433

買う ﾆｼﾀﾞや 食品店 京都市東山区今熊野池田町6 

買う はれま 食品店 京都市東山区宮川筋6丁目357

買う やよい 食品店 京都市東山区祇園町下河原清井町481

買う 村山造酢 食品店 京都市東山区三条大橋東3丁目2

買う おうすの里 祇園店 食品店 京都市東山区四条通祇園町北側262番地

買う ｹﾞﾍﾞｯｹﾝ 食品店 京都市東山区泉涌寺門前町23-9

買う ｷｸ嘉老舗 食品店 京都市東山区大和大路通三条下ﾙ大黒町164

買う 大原女家 食品店 京都市東山区四条通大和大路西入ﾙ

買う 十六五 食品店 京都市東山区祇園南座前

買う 下河原阿月 食品店 京都市東山区祇園下河原

買う 豊田愛山堂 工芸品店 京都市東山区四条通花見小路東入ル

買う よｰじや祇園店 工芸品店 京都市東山区祇園四条花見小路北角

買う ヽや 工芸品店 京都市東山区花見小路四条上ﾙ富永町116

買う 幾岡屋 工芸品店 京都市東山区祇園町南側577-2

買う 井澤屋 工芸品店 京都市東山区四条通南座前

買う 田中屋 工芸品店 京都市東山区大和大路道四条下ﾙ大和町1

買う かさ源 青木商店 工芸品店 京都市東山区祇園町北側284 

買う くろちく 工芸品店 京都市東山区清水3丁目334

買う 表完堂 工芸品店 京都市東山区東大路通松原上ﾙ辰巳町104

買う ちんぎれや 工芸品店 京都市東山区縄手通三条南入ﾙ

買う 大西漆器店 工芸品店 京都市東山区三条通東大路東入分木町71

買う 丹羽べっこう 工芸品店 京都市東山区大和大路通四条下ﾙ大和町26

買う 木村寅之助商店 工芸品店 京都市東山区五条橋東3丁目401

買う ひょうたんや 工芸品店 京都市東山区清水3丁目317

買う 新・小衣装にしむら 工芸品店 京都市東山区古門前通元町381
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買う ｱﾝﾃｨｰｸ 青華堂 工芸品店 京都市東山区東大路五条上ﾙ五条坂ﾊﾞｽ停前 

買う 竹松 尾上竹材店 工芸品店 京都市東山区三条通大橋東3-39

買う 藍香房 工芸品店 京都市東山区祇園町南側六部570-122

買う 高台寺おりおり 工芸品店 京都市東山区高台寺北門前通下河原東入ﾙ

買う かづら清老舗 工芸品店 京都市東山区祇園町北側285 

買う 京あみ 工芸品店 京都市東山区清水1-262

買う 高台寺 中谷 工芸品店 京都市東山区六波羅池殿町204-1

買う 金竹堂 工芸品店 京都市東山区祇園町北側263 

買う 染司よしおか 工芸品店 京都市東山区新門前通大和大路東入ﾙ

買う まつひろ商店 工芸品店 京都市東山区三条通大橋東入三町目12番地

買う 京都ちどりや 工芸品店 京都市東山区東大路渋谷鐘鋳414-2

買う 一澤帆布 その他の店 京都市東山区東大路通古門前上ﾙ西側

買う 京家コロッケ その他の店 京都市東山区泉涌寺雀ヶ森町7

買う 寺子屋本舗 祇園店 その他の店 京都市東山区四条通大和大路東入ﾙ祇園町北側281-1 祇園ﾌｧｰｽﾄﾋﾞﾙ

買う 山形屋市兵衛 食品店 京都市伏見区京橋町303

買う 京おもと 食品店 京都市伏見区深草直違橋3丁目406-1

買う 齊藤酒造株式会社 食品店 京都市伏見区横大路三須栖山城屋敷町7

買う 招徳酒造 食品店 京都市伏見区舞台町16番地 

買う 玉乃光酒造 食品店 京都市伏見区東堺町545-2

買う ﾊﾟﾝﾌﾙｰﾄ 食品店 京都市伏見区醍醐和泉町104 

買う 富英堂 食品店 京都市伏見区中油掛町

買う 増田徳兵衛商店 食品店 京都市伏見区下鳥羽長田長14

買う 都麗美庵 食品店 京都市伏見区深草一ﾉ坪町27-20

買う 大石天狗堂 工芸品店 京都市伏見区両替町2-352-2

買う 茶洛 食品店 京都市北区紫野東藤ﾉ森町10-1

買う 御すぐき處 なり田 食品店 京都市北区上賀茂山本町35 

買う 松野醤油 食品店 京都市北区鷹峯土天井町21

買う ﾌﾘｱﾝﾃﾞｨｰｽﾞ 食品店 京都市北区北大路通堀川西入ﾙ南側 

買う 賀茂公家芋本舗 食品店 京都市北区上賀茂岩ヶ垣内町98-2戸田ﾋﾞﾙ1F

買う 伽蘭 食品店 京都市北区北山通堀川西入ﾙ

買う ﾌﾗﾝｽ菓子 平川風月堂 食品店 京都市北区小山初音町10-2

買う 京野菜 かね正 食品店 京都市北区大宮北箱ﾉ井町32

買う 御倉屋 食品店 京都市北区紫竹北大門町78

買う 幸楽屋 食品店 京都市北区鞍馬口通烏丸東入ﾙ

買う かざりや 食品店 京都市北区紫野今宮神社東門前

買う 松屋藤兵衛 食品店 京都市北区北大路大徳寺ﾊﾞｽ停前

買う ﾌﾟﾁﾌﾗﾝｽ 食品店 京都市北区紫野雲林院町22-140 

買う 神馬堂 食品店 京都市北区上賀茂御薗口町4 

買う 京つけもの 大こう本店 食品店 京都市北区北大路通り大徳寺西へ200M北側

買う ｾｿﾞﾝ･ﾄﾞ･ｼﾞｬﾎﾟﾝ 工芸品店 京都市北区上賀茂今井河原町55
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買う 和びDESIGN 工芸品店 京都市北区西賀茂下庄田町4-33

買う うつわ屋めなみ 工芸品店 京都市北区小山花ﾉ木町15

買う 香袋･匂い袋 井関家 工芸品店 京都市北区上賀茂北大路町1 

買う APA KABAR? 工芸品店 京都市北区上賀茂岩ヶ垣内町96 N-Prado1F

買う いちょうや その他の店 京都市北区紫明烏丸西入ﾙ

買う 中村藤吉本店 食品店 宇治市宇治壱番10

買う 宇治駿河屋 食品店 宇治市宇治蓮華41 平等院表参道 

買う 伊藤久右衛門平等院店 食品店 宇治市平等院表参道

買う 宇治･林屋 食品店 宇治市木幡南山畑40-7

買う 伊藤久右衛門 本店 食品店 宇治市莵道荒槙19-3

買う 赤門茶屋 食品店 宇治市宇治平等院表門前 

買う ﾍﾞｰｶﾘｰ ﾀﾏｷ 食品店 宇治市妙薬26-1

買う 三星園上林三入本店 食品店 宇治市宇治蓮華27 

買う Zur Krone 食品店 宇治市琵琶台1-4-2

買う 竹の子 中喜久春 食品店 長岡京市長岡2-28-40 

買う 鍵清 食品店 長岡京市天神1-18-5

買う あんず舎 ﾌｧｯｼｮﾝ 奈良市高畑町1237-7

買う サマサマ 雑貨・ｲﾝﾃﾘｱ 奈良市中新屋町8

買う くるみの木　ZAKKA　cage 雑貨・ｲﾝﾃﾘｱ 奈良市法蓮町567-1

買う Ivory 雑貨・ｲﾝﾃﾘｱ 奈良市半田横町1-2-107

買う あーとさろん宮崎 雑貨・ｲﾝﾃﾘｱ 奈良市高畑町812

買う 花うるし 雑貨・ｲﾝﾃﾘｱ 奈良市西新屋町17

買う 寧屋工房 伝統工芸品 奈良市芝新屋町18

買う 千壽庵吉宗 和菓子 奈良市押上町39-1

買う 春日庵 和菓子 奈良市中新屋町29

買う ぜいたく豆本舗 和菓子 奈良市角振町24

買う 藤田芸香亭 和雑貨 奈良市光明院町12

体験する 京都太秦工芸館 体験 京都市右京区太秦一の井町16-2

体験する 京都友禅文化会館 体験 京都市右京区西京極豆田町6 

体験する 金唐革･ｽﾃﾝﾄﾞｸﾞﾗｽ工房｢ﾁｴﾘ ﾃﾞｻﾞｲﾝ｣ 体験 京都市右京区太秦組石町2-2 

体験する 久利匠 体験 京都市右京区嵯峨天竜寺造路町33-25

体験する 栗山工房 体験 京都市右京区梅ｹ畑高鼻町23

体験する 大覚寺陶房 体験 京都市右京区嵯峨大覚寺門前六道町14

体験する 天龍寺 体験 京都市右京区嵯峨天竜寺芒ﾉ馬場町68

体験する 東林院 体験 京都市右京区花園妙心寺町 

体験する 中嶋象嵌 体験 京都市右京区嵯峨天竜寺瀬戸川町10-3

体験する まゆ村 体験 京都市右京区嵯峨鳥居本化野町12-11

体験する 妙心寺大衆禅堂 体験 京都市右京区花園妙心寺町1 

体験する ﾛｰｹﾂ染め体験処やまもと 体験 京都市右京区西京極午塚町73

＜観光スポット　～体験する～＞
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分類 名称 ジャンル 住所

体験する 鹿王院(宿坊) 体験 京都市右京区嵯峨北堀町24 

体験する 大覚寺 体験 京都市右京区嵯峨大沢町4

体験する 古代友禅苑 体験 京都市下京区高辻通猪熊西入ﾙ

体験する ｱﾐﾀ本店 体験 京都市左京区聖護院円頓美町17

体験する 叶 匠寿庵(京都茶室棟) 体験 京都市左京区若王子2丁目

体験する 京都観世会館 体験 京都市左京区岡崎円勝寺町44 

体験する 京都伝統産業ふれあい館 体験 京都市左京区岡崎成勝寺町9-1 京都市勧業館みやこめっせ地下1階 

体験する 鞍馬寺 体験 京都市左京区鞍馬本町1074

体験する 浄蓮華院 体験 京都市左京区大原来迎院町407

体験する 大本山南禅寺 体験 京都市左京区南禅寺福地町 

体験する 土井志ば漬本舗(志ば漬の里) 体験 京都市左京区八瀬花尻町41

体験する もとしろ 体験 京都市左京区大原来迎院町400-3 

体験する 来迎院 体験 京都市左京区大原来迎院町537

体験する 大原工房 体験 京都市左京区大原草生町327 

体験する 南禅院 体験 京都市左京区南禅寺福地町86 

体験する 工房･藍の館 体験 京都市左京区大原大長瀬町276 

体験する お箸の文化資料館 体験 京都市山科区御陵天徳町

体験する 清水焼団地総合展示場 体験 京都市山科区川田清水焼団地町6-2清水焼団地協同組合 

体験する ｺﾄﾌﾞｷ陶春 体験 京都市山科区清水焼団地町7-2 

体験する 織成館 体験 京都市上京区淨福寺通上立売上ﾙ大黒町693

体験する 織道楽 塩野屋 体験 京都市上京区一条通六軒町西北角

体験する 京都西陣ひなや工房 体験 京都市上京区新町通上立売上ﾙ安楽小路町418 

体験する 金彩友禅ｸﾗﾌﾄ体験教室館 体験 京都市上京区千本丸太町下ﾙ主税町1173-3畠山会館

体験する 相国寺 体験 京都市上京区今出川通烏丸東入ﾙ相国寺門前町701

体験する 妙蓮寺 体験 京都市上京区寺之内通大宮東入ﾙ

体験する 山田松香木店 体験 京都市上京区室町通下立売上ﾙ

体験する 丸益西村屋 体験 京都市中京区御池通小川下ﾙ東側壺屋町445｢繭｣内

体験する 竹又中川竹材店 体験 京都市中京区御幸町通二条上ﾙ

体験する 井筒八ｯ橋本舗 京極一番街 体験 京都市中京区寺町通四条上ﾙ

体験する 京人形 本家かつら 体験 京都市中京区高倉通三条下ﾙ

体験する 工芸工房 鎚舞 体験 京都市中京区押小路通麸屋町東入ﾙ617 

体験する 新徳寺 体験 京都市中京区壬生賀陽御所町48

体験する 伝統産業工芸会･ｷｮｳﾄｷﾓﾉｸﾘﾆｯｸ 体験 京都市中京区寺町通四条上ﾙ京極一番街2F 

体験する 今井半念珠店 体験 京都市東山区大黒町通正面南入ﾙ609

体験する 雲龍院 体験 京都市東山区泉涌寺山内町36 

体験する 京都青窯会会館 体験 京都市東山区泉涌寺東林町20

体験する 瑞光窯 体験 京都市東山区今熊野南日吉町148

体験する 知恩院(和順会館内) 体験 京都市東山区林町

体験する 智積院会館 体験 京都市東山区東山七条下ﾙ 

体験する 表完堂 体験 京都市東山区東大路通松原上ﾙ辰巳町104
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分類 名称 ジャンル 住所

体験する 森陶器館 体験 京都市東山区清水2丁目

体験する 建仁寺 体験 京都市東山区大和大路通四条下ﾙ四丁目小松町584

体験する 源光院 体験 京都市東山区林下町400

体験する ペンション東山 体験 京都市東山区白川筋三条下ル

体験する 金網つじ 体験 京都市北区紫竹下緑町61-4

体験する 川人ﾊﾝｽﾞ 体験 京都市北区等持院南町35

体験する 北山杉資料館 体験 京都市北区小野下ﾉ町101

体験する 光峯工房 体験 京都市北区紫竹下の岸町25

体験する 宇治市営茶室対鳳庵 体験 宇治市宇治塔川

体験する 三休庵宇治茶資料室 体験 宇治市宇治蓮華27-2

体験する 萬福寺 体験 宇治市五ヶ庄三番割34

体験する 保津川下り 体験 亀岡市保津町下中島

体験する がんこ一徹長屋 体験 奈良市西ノ京町215-1

体験する 未来工房奈良オリエント館 体験 奈良市西新屋町43

体験する 大和文華館 体験 奈良市学園南1-11-6
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