
店名（サイトへリンクします） エリア ジャンル 電話番号

1 粟田山荘 祇園・岡崎・北白川 京料理 075-561-4908 東山区粟田口三条坊町2-15 MAP

2 石塀小路 かみくら 祇園・岡崎・北白川 京料理 075-748-1841 東山区下河原町463-12 MAP

3 井筒 祇園・岡崎・北白川 京料理 075-541-2121 東山区川端通四条上ル 井筒八ツ橋本舗北座ビル4F MAP

4 岡崎 つる家 祇園・岡崎・北白川 京料理 075-761-0171 左京区岡崎東天王町30 MAP

5 祇園 岩元 祇園・岡崎・北白川 京料理 075-541-1188 東山区祇園町南側570-127 MAP

6 祇園 くらした 祇園・岡崎・北白川 京料理 075-551-1505 東山区祇園町南側570-157 MAP

7 祇園新橋 中谷 祇園・岡崎・北白川 京料理 075-525-1881 東山区末吉町59-1 MAP

8 祇園土井 祇園・岡崎・北白川 京料理 075-561-0309 東山区新門前通花見小路西入中之町242 MAP

9 祇園 なか原 祇園・岡崎・北白川 京料理 075-551-5215 東山区祇園町北側286-5 MAP

10 京都幽玄 祇園・岡崎・北白川 京料理 075-533-8791 東山区八坂上町385-8 MAP

11 祇をん 福寿 祇園・岡崎・北白川 京料理 075-708-6299 東山区祇園町北側347-67 第5雅103 MAP

12 祇をん 豆寅 祇園・岡崎・北白川 京料理 075-532-3955 東山区祇園町南側570-235 MAP

13 高台寺 十牛庵 祇園・岡崎・北白川 京料理 075-533-6060 東山区高台寺桝屋町353 MAP

14 直心房 さいき 祇園・岡崎・北白川 京料理 075-541-8630 東山区八坂鳥居前下ル上弁天町433-1 MAP

15 中村楼 祇園・岡崎・北白川 京料理 075-561-0016 東山区祇園町南側 八坂神社鳥居内 MAP

16 瓢亭 別館 祇園・岡崎・北白川 京料理 075-771-4116 左京区南禅寺草川町35 MAP

17 美濃吉本店 竹茂楼 祇園・岡崎・北白川 京料理 075-771-4185 左京区粟田口鳥居町65 MAP

18 やげんぼり 花見小路店 祇園・岡崎・北白川 京料理 075-525-3332 東山区祇園花見小路四条下ル一筋目西入 MAP

19 熊魚菴 本店 祇園・岡崎・北白川 京料理 075-762-1101 左京区南禅寺下河原町30-4 MAP

20 吉田山荘 祇園・岡崎・北白川 京料理 075-771-6125 左京区吉田下大路町59-1 MAP

21 六盛 祇園・岡崎・北白川 京料理 075-751-6171 左京区岡崎西天王町71 MAP

22 ワインとワショク ツネオ 祇園・岡崎・北白川 和食 075-746-4977 東山区八坂新地富永町123 花見会館107号室 MAP

23 侘助 祇園・岡崎・北白川 和食 075-531-5175 東山区大和大路新橋上ル元吉町70-15 MAP

24 南禅寺 順正 祇園・岡崎・北白川 湯葉・豆腐料理 075-761-2311 左京区南禅寺草川町60 MAP

25 八千代 祇園・岡崎・北白川 湯葉・豆腐料理 075-771-4148 左京区南禅寺福地町34 MAP

26 祇園 天ぷら割烹 はせがわ 祇園・岡崎・北白川 天ぷら 075-525-1232 東山区八坂新地冨永町127 備前屋ビル 1F MAP

27 天ぷら圓堂 岡ざき邸 祇園・岡崎・北白川 天ぷら 075-752-1488 左京区岡崎西天王町60-3 MAP

28 いづう 祇園・岡崎・北白川 寿司 075-561-0751 東山区八坂新地清本町367 MAP

29 総本家にしんそば 松葉 祇園・岡崎・北白川 そば 075-561-1451 東山区四条大橋東入川端町192 MAP

30 和牛会席 ぎをん だいきち 祇園・岡崎・北白川 肉料理 075-561-2951 東山区新橋通大和大路東入元吉町51 MAP

31 牛 こうの 祇園・岡崎・北白川 焼肉 075-741-7629 左京区東丸太町11-4 MAP

32 京やきにく 弘 八坂邸 祇園・岡崎・北白川 焼肉 075-525-4129 東山区小松町11 MAP

33 モーリヤ祇園 祇園・岡崎・北白川 ステーキ・鉄板焼 075-532-4129 東山区大和大路通四条下ル大和町7-1 祇園モーリヤビル MAP

34 侘家古暦堂 祇園花見小路本店 祇園・岡崎・北白川 鶏料理 075-532-3355 東山区四条花見小路下ル祇園町南側歌舞練場北側 MAP

35 ART MON ZEN KYOTO, GALLERIA KYOTO 祇園・岡崎・北白川 創作料理 075-551-0009 東山区古門前通大和大路東入元町391 MAP

36 京都悠洛ホテル Mギャラリー　54TH STATION GRILL 祇園・岡崎・北白川 創作料理 075-366-5807 東山区大橋町84 京都悠洛ホテル Mギャラリー Ｂ1Ｆ MAP

37 南禅寺参道 菊水 祇園・岡崎・北白川 創作料理 075-771-4101 左京区南禅寺福地町31 MAP

38 ラ・ボンバンス 祇園 祇園・岡崎・北白川 創作料理 075-541-5324 東山区清井町480 MAP

39 Restaurant & Bar 余韻 祇園・岡崎・北白川 創作料理 075-533-8828 東山区新橋通大和大路東入二丁目清本町354 Rinn祇園花見小路1F MAP

40 ART MON ZEN KYOTO, THE TERRACE & BAR 祇園・岡崎・北白川 洋食 075-551-0009 東山区古門前前通大和大路東入元町391 MAP

41 パーク ハイアット 京都 KYOTO BISTRO 祇園・岡崎・北白川 洋食 075-531-1234 東山区高台寺枡屋町360 MAP

42 洋食かるみあ 祇園・岡崎・北白川 洋食 075-561-5557 東山区大和大路通四条下ル大和町6 MAP

43 イタリア料理 マメトラ 祇園・岡崎・北白川 イタリア料理 075-585-5558 東山区祇園町南側570-127 MAP

44 THE SODOH HIGASHIYAMA KYOTO 祇園・岡崎・北白川 イタリア料理 075-541-3331 東山区八坂上町366 MAP

45 スコルピオーネ 祇園 祇園・岡崎・北白川 イタリア料理 075-525-5054 東山区花見小路通新橋下ル清本町381 MAP

46 貴匠桜 祇園・岡崎・北白川 フランス料理 075-561-3939 東山区松原通大和大路二丁目轆轤町100 MAP

47 ぎをん 萬養軒 祇園・岡崎・北白川 フランス料理 075-525-5101 東山区祇園町南側570-120 MAP

48 長楽館 FRENCH LE CHENE 祇園・岡崎・北白川 フランス料理 075-561-0001 東山区八坂鳥居前東入円山町604 MAP

49 ビストロ グレロ 祇園・岡崎・北白川 フランス料理 075-744-1256 東山区祇園町南側570-118 MAP

50 ルレ・ヴェルダン 祇園・岡崎・北白川 フランス料理 075-751-5517 左京区孫橋町31 MAP

51 レストラン田むら 祇園・岡崎・北白川 フランス料理 075-525-7023 東山区古門前切通し下ル二軒目 MAP

52 レストランひらまつ 高台寺 祇園・岡崎・北白川 フランス料理 075-533-6063 東山区高台寺桝谷町353 MAP

53 祇園 壹凛華 祇園・岡崎・北白川 中国料理 075-525-1203 東山区祇園町北側347-125 吉村ビル1F MAP

54 尽膳口福 祇園・岡崎・北白川 中国料理 075-744-6681 東山区宮川筋6-368 MAP

55 白碗竹筷樓 祇園・岡崎・北白川 中国料理 075-525-0054 東山区新橋通大和大路東入元吉町49 MAP

56 燕来房 祇園・岡崎・北白川 中国料理 075-741-8338 東山区祇園町南側572-8 MAP

57 おづ Kyoto -maison du sake plus café- 祇園・岡崎・北白川 甘味処・スイーツ 075-746-6269 東山区博多町67 鈴ホテル 祇園建仁寺1F MAP

58 吉祥菓寮 祇園本店 祇園・岡崎・北白川 甘味処・スイーツ 075-708-5608 東山区石橋町306 MAP

59 デザートカフェ 長楽館 祇園・岡崎・北白川 甘味処・スイーツ 075-561-0001 東山区八坂鳥居前東入円山町604 MAP

60 二軒茶屋 祇園・岡崎・北白川 甘味処・スイーツ 075-561-0016 東山区祇園町南側 八坂神社鳥居内 MAP

61 六盛茶庭 祇園・岡崎・北白川 甘味処・スイーツ 075-751-6171 左京区岡崎西天王町71 MAP

62 南禅寺参道 菊水 祇園・岡崎・北白川 アフタヌーンティー 075-771-4101 左京区南禅寺福地町31 MAP

63 パーク ハイアット 京都　The Living Room 祇園・岡崎・北白川 アフタヌーンティー 075-531-1234 東山区高台寺枡屋町360 MAP

64 祇園 かげ山 祇園・岡崎・北白川 BAR 075-551-1557 東山区清本町368-3 祇園K・Sメトロビル1F MAP

65 Gion Loop Salon 祇園・岡崎・北白川 BAR 075-533-6009 東山区大和大路新橋東入元吉町71-9 MAP

66 宮川町 近江榮 祇園・岡崎・北白川 BAR 075-561-0303 東山区宮川筋4丁目315 MAP

67 yoin hotel kyoto gion　BAR Belle-Bleu 祇園・岡崎・北白川 BAR 075-533-8855 東山区祇園町北側347-55 MAP

68 かじ 御所・二条城・大宮・烏丸 京料理 075-231-3801 中京区丸太町通小川東入横鍛冶町112-19 MAP

69 からすま京都ホテル 和食 入舟 御所・二条城・大宮・烏丸 京料理 075-371-0140 下京区烏丸通四条下ル MAP

70 京都 なだ万賓館 御所・二条城・大宮・烏丸 京料理 075-251-7701 中京区三条高倉京都文化博物館1F・B1F MAP

71 京都ブライトンホテル 京懐石 螢 御所・二条城・大宮・烏丸 京料理 075-441-4344 上京区新町通中立売（御所西） MAP

72 神泉苑 平八 御所・二条城・大宮・烏丸 京料理 075-841-0811 中京区門前町167 MAP

73 立神 御所・二条城・大宮・烏丸 京料理 075-256-8733 中京区丸太町通油小路西入丸太町24-1 MAP

74 ホテル日航プリンセス京都 日本料理 嵯峨野 御所・二条城・大宮・烏丸 京料理 075-342-2163 下京区烏丸通高辻東入高橋町630 MAP

75 美濃吉 烏丸四条店 御所・二条城・大宮・烏丸 京料理 075-255-0621 中京区烏丸通錦小路上ル 京都フクトクビルB1 MAP

76 隠れ炉端家 がぶり HANARE 御所・二条城・大宮・烏丸 和食 075-708-8830 下京区仏光寺通烏丸東入上柳町315-20 MAP

77 そ /s/ KAWAHIGASHI 御所・二条城・大宮・烏丸 和食 075-748-1715 左京区丸太町通川端東入東丸太町18-5 MAP

78 つぐ 御所・二条城・大宮・烏丸 和食 075-231-8979 中京区室町新町之間錦小路下ル観音堂町468 MAP

79 Fuji屋 京色 御所・二条城・大宮・烏丸 和食 075-746-6446 中京区晴明町656-1 MAP

80 大國屋鰻兵衞 御所・二条城・大宮・烏丸 うなぎ 075-255-2590 中京区堺町通錦小路上ル三軒目東側 MAP

問合せ先：

京都レストランスペシャル実行委員会

kra＠kyokanko.or.jp

（＠を半角に変えてください。）

住所

地図はこちら京都レストランウインタースペシャル2021（2021年3月開催）    参加店舗一覧

『令和2年度 「食の京都」推進事業 オンラインイベント 参加者プレゼント 食事券』をお持ちの方へ
お手元の食事券は、以下の店舗でご使用いただけます。※令和3年（2021）12月31日まで

https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1O4ex0kCzuUwhcde57GjGvUxiKPauUCuw&usp=sharing
http://okura.kyotohotel.co.jp/restaurant/awata
https://g.page/kyoto_hotel_okura_kyoto_cuisine?share
http://www.kyoto-kamikura.com/
https://goo.gl/maps/8ecvjXRK6aaCYwq99
https://www.yatsuhashi.co.jp/shop/shop01.html
https://g.page/izutsu_yatsuhashi_kitaza?share
http://www.kyoto-tsuruya.co.jp/
https://goo.gl/maps/MdSBhATTdkq2Hy2w5
https://restaurant.ikyu.com/102905/
https://goo.gl/maps/zqa3r5kLBonnDDcx5
http://www.gion-kurashita.com/
https://g.page/gionkurashita?share
https://restaurant.ikyu.com/105930/
https://goo.gl/maps/UPPH18nEGy6ZJ1wF6
http://www.doy.co.jp/
https://goo.gl/maps/qfc95AwfLu4fY5796
https://restaurant.ikyu.com/109180/
https://goo.gl/maps/EXyqWqd8eKExfntg7
http://www.kyotojugen.com/
https://g.page/kyotojugen?share
http://www.aji-fukuju.com/
https://goo.gl/maps/78LsxcCRmdugtYAZ6
http://www.kiwa-group.co.jp/restaurant/196/
https://goo.gl/maps/zAx3nc9vQPjURPMbA
https://jugyuan.jp/
https://goo.gl/maps/rjby1pt3y3Xuaz146
http://www.kyoto-saiki.com/
https://goo.gl/maps/CvMF2JLhjXfk97NTA
http://www.nakamurarou.com/
https://goo.gl/maps/kihu9wMRBhf87thw9
http://hyotei.co.jp/
https://goo.gl/maps/4LYoWopx1okhjQcj7
http://www.takeshigero.com/
https://g.page/takeshigero?share
http://www.yagenbori.co.jp/
https://g.page/yagenbori_hanamikoji?share
http://yugyoan.co.jp/
https://goo.gl/maps/BaPsvCw64VwxR2DC7
http://www.yoshidasanso.com/
https://goo.gl/maps/gyQH941WiHFe3ojN6
http://www.rokusei.co.jp/
https://goo.gl/maps/UCpUMQNJjAgtsPzw7
https://restaurant.ikyu.com/109988/
https://goo.gl/maps/Wzqd1wdAhGrMQNvE7
http://www.yagenbori.co.jp/tenpo/kyo_wabi/index.html
https://g.page/gionwabisuke?share
http://www.to-fu.co.jp/
https://goo.gl/maps/EBYqGbNoPo18CTaT8
http://www.ryokan-yachiyo.com/
https://g.page/ryokan-kyoto?share
https://gion-hasegawa.com/
https://g.page/gion-hasegawa?share
http://www.okazaki-endo.com/
https://goo.gl/maps/KCFTv1rVAvfzFVoXA
http://izuu.jp/
https://goo.gl/maps/4MZtnKkGGRdDvaiX9
http://www.sobamatsuba.co.jp/
https://goo.gl/maps/CLVj7N4RppUfZBSV8
https://www.1129gion.jp/
https://goo.gl/maps/i24uUtQpdpuP5wGn7
https://goo.gl/maps/TT3ZezpanjVt5tUC6
https://yakiniku-hiro.com/shop/yasakatei.php
https://goo.gl/maps/FVJudJLAnC76ThJm8
https://www.mouriya.co.jp/gion
https://goo.gl/maps/FK7Wxq492JomVRaMA
http://www.wabiya.com/shop.php
https://goo.gl/maps/dKRtytC9T9AqyMcD8
http://www.amz-kyoto.jp/ja/restaurant/restaurant.php?id=9
https://goo.gl/maps/RZB4rbXC21fPrV7H7
https://all.accor.com/hotel/B2Z1/index.ja.shtml#section-restaurants
https://g.page/54th-station-grill?share
https://kyoto-kikusui.com/
https://g.page/kyoto-kikusui?share
https://sowaka.com/restaurant/
https://goo.gl/maps/XrtNr6SkPNzaG5UP6
https://gion-yoin.jp/
https://goo.gl/maps/5HV8S9sXe6oPmA8f6
http://www.amz-kyoto.jp/ja/restaurant/
https://goo.gl/maps/VcnaatGEVmsZs3H3A
https://www.hyatt.com/ja-JP/hotel/japan/park-hyatt-kyoto/itmph/dining
https://g.page/KYOTOBISTRO?share
http://www.kalmia-kyoto.com/
https://goo.gl/maps/hByxaxT7WFKxA8d88
https://kiwa-group.co.jp/ristorante_mametora/
https://goo.gl/maps/e2mWtSaJBubpKDUv7
http://www.thesodoh.com/
https://g.page/kyoto_thesodoh?share
https://kiwa-group.co.jp/scorpione_gion/
https://goo.gl/maps/oEG8s6qYhh5xpa8Y9
http://kishozakura.com/
https://g.page/kishozakura?share
http://www.manyoken.com/
https://goo.gl/maps/6ta3hQJ57cxE19Uq6
https://www.chourakukan.co.jp/topics/lechene
https://goo.gl/maps/nPhnDHHqnToHmP1FA
https://restaurant.ikyu.com/106569/
https://g.page/tominokoji-shin?share
http://verdun.jp/
https://goo.gl/maps/bnEeag1wj1JUZN9L6
http://r-tamura.com/
https://goo.gl/maps/Prvm7rb4Dtvy6Ujv5
https://www.hiramatsurestaurant.jp/hiramatsu-kodaiji/
https://goo.gl/maps/xRBbXNb8s4SpwvkC6
https://gion-ichirinka.com/
https://goo.gl/maps/kfuh4LoNMAZ1UiJz8
https://restaurant.ikyu.com/114351/
https://goo.gl/maps/X3ujRmojdBNPbep76
https://kiwa-group.co.jp/baiwan_gion/
https://g.page/baiwan_gion?share
https://restaurant.ikyu.com/109882/
https://g.page/yanraifang?share
https://kd83901.gorp.jp/
https://goo.gl/maps/bKgiW5s8e1z6awDK6
https://kisshokaryo.jp/shop/gion/
https://goo.gl/maps/YWSn5brwrjGFiSSr6
https://www.chourakukan.co.jp/topics/dessert-cafe/cafe-menu.html
https://goo.gl/maps/fA8XJcFfzLjc3Yvy5
http://nikenchaya.jp/
https://goo.gl/maps/3jPaEFhahvYfvaBj7
https://www.rokusei.co.jp/?men=4
https://goo.gl/maps/AgTBAkyPvDtiShYv5
https://kyoto-kikusui.com/restaurant/
https://g.page/kyoto-kikusui?share
https://www.hyatt.com/ja-JP/hotel/japan/park-hyatt-kyoto/itmph/dining
https://g.page/parkhyattkyotothelivingroom?share
https://www.facebook.com/gionkageyama/
https://goo.gl/maps/sSqVas8ipzhePwYx5
http://loop.hiho.jp/
https://goo.gl/maps/1SRwMsVB2QtfxDYs5
http://www.oumi-e.jp/
https://goo.gl/maps/bcdMzbDKKsc2tLR37
https://yoin-hotel.jp/concept
https://goo.gl/maps/WMhCndfcZmaktSbk7
http://www.kyoto-kaji.jp/
https://goo.gl/maps/pazvgJQAg6bd9Q9P8
https://www.hotel.kyoto/karasuma/restaurant/irifune/
https://g.page/karasuma_kyoto_hotel_japanese?share
https://www.nadaman.co.jp/restaurant/kyotohinkan/
https://goo.gl/maps/hmUanHB4JJ9Qa5Rm6
https://www.brightonhotels.co.jp/kyoto/
https://goo.gl/maps/1EW2dNYLsVRzcktBA
http://www.heihachi-web.com/
https://goo.gl/maps/5zuyR6RGmovDLruN8
http://www.tategami.info/
https://g.page/kyoto-tategami?share
https://www.princess-kyoto.co.jp/restaurant/sagano
https://g.page/hotel_nikko_princess_kyoto?share
http://www.minokichi.co.jp/
https://goo.gl/maps/wHW32ZXuthXzGtgRA
https://ra-products.net/gaburi-hanare/
https://goo.gl/maps/KMY6oSkafWVWbzdn7
https://www.culinaryhub-so.com/
https://goo.gl/maps/4NnY7oDJ1XGmY5LY7
https://sou.kyoto.jp/tsugu/
https://goo.gl/maps/pBFLzwvKTPM35mzu8
https://www.kyosyoku.com/fujiya.html
https://goo.gl/maps/bY9EgBD4W8Bx9yCcA
https://manbei.bubu-unagi.com/
https://goo.gl/maps/KukrfoAaaPRP9BvF9
https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1O4ex0kCzuUwhcde57GjGvUxiKPauUCuw&usp=sharing


店名（サイトへリンクします） エリア ジャンル 電話番号 住所

81 本家尾張屋 本店 御所・二条城・大宮・烏丸 そば 075-231-3446 中京区車屋町通二条下ル仁王門突抜町322 MAP

82 ほいっぽ 御所・二条城・大宮・烏丸 肉料理 075-746-6360 中京区少将井御旅町352-1ラフト１F MAP

83 京都つゆしゃぶCHIRIRI 本店 御所・二条城・大宮・烏丸 すき焼き・しゃぶしゃぶ 075-222-5557 上京区大門町265 MAP

84 焼肉とビール 市場小路 四条烏丸店 御所・二条城・大宮・烏丸 焼肉 075-253-1461 下京区四条通烏丸東入長刀鉾町8 京都三井ビルB1F MAP

85 焼肉矢澤 京都 御所・二条城・大宮・烏丸 焼肉 075-352-2914 下京区綾小路通東洞院東入神明町243 MAP

86 京都ブライトンホテル 鉄板焼 燔 御所・二条城・大宮・烏丸 ステーキ・鉄板焼 075-441-4317 上京区新町通中立売（御所西） MAP

87 ベンジャミンステーキハウス京都 御所・二条城・大宮・烏丸 ステーキ・鉄板焼 075-253-4466 中京区東洞院通錦小路下ル阪東屋町660-1 MAP

88 ホテル日航プリンセス京都 鉄板焼 豊園 御所・二条城・大宮・烏丸 ステーキ・鉄板焼 075-342-2199 下京区烏丸通高辻東入高橋町630 MAP

89 串くら本店 御所・二条城・大宮・烏丸 鶏料理 075-213-2211 中京区高倉通御池上ル柊町584 MAP

90 串ひら尾 御所・二条城・大宮・烏丸 串揚げ 075-801-8950 中京区壬生賀陽御所町64-63 MAP

91 烏丸六角 弘庵 -Hanare- 御所・二条城・大宮・烏丸 創作料理 075-708-3380 中京区骨屋町150-2 2Ｆ MAP

92 京都 三条 やま平 御所・二条城・大宮・烏丸 創作料理 075-253-6667 中京区三条油小路西入ル橋東詰町27 MAP

93 京都ブライトンホテル ラウンジ・バー　クー・オ・ミディ 御所・二条城・大宮・烏丸 アフタヌーンティー 075-441-4411 上京区新町通中立売（御所西） MAP

94 和伊創作 十彩 御所・二条城・大宮・烏丸 創作料理 075-212-0009 中京区観音堂町466 MAP

95 和蔵義 御所・二条城・大宮・烏丸 創作料理 075-606-5858 中京区蛸薬師通烏丸西入橋弁慶町221-1 MAP

96 京都ブライトンホテル テラスレストラン フェリエ 御所・二条城・大宮・烏丸 洋食 075-441-4425 上京区新町通中立売（御所西） MAP

97 ホテル日航プリンセス京都　カフェ＆ダイニング アンバーコート 御所・二条城・大宮・烏丸 洋食 075-342-2156 下京区烏丸通高辻東入高橋町630 MAP

98 ACE HO KYOTO　Mr. Maurice's Italian 御所・二条城・大宮・烏丸 イタリア料理 075-229-9006 中京区車屋町245-2 エースホテル京都3F MAP

99 Santa Maria Novella Tisaneria Kyoto 御所・二条城・大宮・烏丸 イタリア料理 075-254-8692 中京区東洞院通錦小路下ル阪東屋町675 MAP

100 フィオリスカ 御所・二条城・大宮・烏丸 イタリア料理 075-212-9270 中京区高倉通二条下ル瓦町545 アビリティ高倉1F MAP

101 リストランテ ストラーダ 御所・二条城・大宮・烏丸 イタリア料理 075-241-0800 中京区御池柳馬場北東角 MAP

102 Lino 御所・二条城・大宮・烏丸 イタリア料理 075-746-6469 中京区上妙覚寺町230-2 秋山法衣ビル1F MAP

103 restaurant la princesse 京都 御所・二条城・大宮・烏丸 フランス料理 070-1397-9794 中京区御射山町260　ロイヤルプラザビル2F MAP

104 C’EST SYMPA 御所・二条城・大宮・烏丸 フランス料理 075-812-2383 中京区御池通堀川西入大文字町233-1 MAP

105 鉄板ビストロ マクロ 御所・二条城・大宮・烏丸 フランス料理 075-231-4717 中京区道祐町135-1 三条食彩ろぉじ堺町の道 MAP

106 富小路 信 御所・二条城・大宮・烏丸 フランス料理 075-748-1243 中京区富小路通丸太町下ル枡屋町337 MAP

107 LA CACHETTE 御所・二条城・大宮・烏丸 フランス料理 075-341-2233 下京区高辻通東洞院東入稲荷町521 京都高辻ビル地下1F MAP

108 Reine des prés 御所・二条城・大宮・烏丸 フランス料理 075-223-2337 上京区中町通丸太町下ル駒之町537-1 MAP

109 ベジョータ ムアムア 御所・二条城・大宮・烏丸 スペイン料理 075-253-0188 中京区 三条通烏丸東入梅忠町20-1 烏丸アネックスB1 MAP

110 からすま京都ホテル 中国料理 桃李 御所・二条城・大宮・烏丸 中国料理 075-371-0141 下京区烏丸通四条下ル MAP

111 京都ブライトンホテル 中国料理 花閒 御所・二条城・大宮・烏丸 中国料理 075-441-4343 上京区新町通中立売（御所西） MAP

112 膳處漢ぽっちり 御所・二条城・大宮・烏丸 中国料理 075-257-5766 中京区錦小路通室町西入天神山町283-2 MAP

113 雪梅花 菜根譚 御所・二条城・大宮・烏丸 中国料理 075-254-1472 中京区柳馬場通蛸薬師上ル井筒屋町417 MAP

114 ホテル日航プリンセス京都 中国料理 翡翠苑 御所・二条城・大宮・烏丸 中国料理 075-342-2167 下京区烏丸通高辻東入高橋町630 MAP

115 町家四川 星月夜 御所・二条城・大宮・烏丸 中国料理 075-341-2510 下京区油小路通仏光寺上ル風早町582 MAP

116 然花抄院 京都室町本店 御所・二条城・大宮・烏丸 甘味処・スイーツ 075-241-3300 中京区室町通二条下ル蛸薬師町271-1 MAP

117 GRACE-Relaxing Tea Salon 御所・二条城・大宮・烏丸 アフタヌーンティー 075-351-5727 下京区烏丸松原下ル五条烏丸町400 欧風館1F MAP

118 からすま京都ホテル　バー アンカー 御所・二条城・大宮・烏丸 BAR 075-371-0142 下京区烏丸通四条下ル からすま京都ホテル地下1F MAP

119 BAR ぽっちり 御所・二条城・大宮・烏丸 BAR 075-257-5766 中京区錦小路通室町西入天神山町283-2 MAP

120 温石 左近太郎 本店 河原町・木屋町・先斗町 京料理 075-257-2020 中京区木屋町通御池上ル上樵木町494-1 MAP

121 懐石 近又 河原町・木屋町・先斗町 京料理 075-221-1039 中京区御幸町四条上ル大日町407 MAP

122 彩席ちもと 河原町・木屋町・先斗町 京料理 075-351-1846 下京区西石垣通四条下ル斎藤町116（四条大橋西詰南入） MAP

123 ザ・リッツ・カールトン京都　会席 水暉 河原町・木屋町・先斗町 京料理 075-746-5522 中京区鴨川二条大橋畔 MAP

124 京料理 竹島 ICHIGO 河原町・木屋町・先斗町 京料理 075-256-2550 中京区御池木屋町上ル上樵木町496 アイル竹嶋ビル1F MAP

125 田ごと 光悦舗 京都髙島屋店 河原町・木屋町・先斗町 京料理 075-212-7256 下京区四条通河原町西入真町 京都髙島屋7F ダイニングガーデン京回廊 MAP

126 田ごと 本店 河原町・木屋町・先斗町 京料理 075-221-1811 中京区四条通河原町西入御旅町34 MAP

127 たん熊北店 本店 河原町・木屋町・先斗町 京料理 075-221-6990 中京区西木屋町通四条上ル紙屋町355 MAP

128 美濃吉 四条河原町店 河原町・木屋町・先斗町 京料理 075-255-3541 下京区四条通河原町東入真町68 住友不動産京都ビル8F FOOD HALL内 MAP

129 味浪漫 いしがま亭 河原町・木屋町・先斗町 和食 075-344-3910 下京区木屋町通四条下ル斎藤町135 MAP

130 おせん 河原町・木屋町・先斗町 和食 075-231-1313 中京区河原町通蛸薬師木屋町西入 MAP

131 京都綾小路 満月の花 河原町・木屋町・先斗町 和食 075-201-1125 下京区綾小路通堺町東入綾材木町206-1 MAP

132 先斗町すいしん本店 河原町・木屋町・先斗町 和食 075-221-8596 中京区先斗町三条下ル材木町181（先斗町歌舞練場西向い） MAP

133 先斗町 魯ビン 河原町・木屋町・先斗町 和食 075-222-8200 中京区若松町137-4（2番路地奥北側） MAP

134 花遊小路 江戸川 河原町・木屋町・先斗町 うなぎ 075-221-1550 中京区新京極通四条上ル中之町565 ハレの日花遊小路1F MAP

135 ひさご寿し 河原町・木屋町・先斗町 寿司 075-221-5409 中京区河原町通四条上ル塩屋町344 MAP

136 有喜屋 京都ホテルオークラ店 河原町・木屋町・先斗町 そば 075-252-0858 中京区河原町御池 京都ホテルオ-クラB2F MAP

137 大黒屋 本店 河原町・木屋町・先斗町 そば 075-221-2818 中京区木屋町通南車屋通西入南車屋町281 MAP

138 肉料理 かなえ 河原町・木屋町・先斗町 肉料理 075-256-5220 中京区上樵木町500-5 ア・カーザ木屋町 MAP

139 三嶋亭 河原町・木屋町・先斗町 すき焼き・しゃぶしゃぶ 075-221-0003 中京区寺町通三条下ル桜之町405 MAP

140 京町家 焼肉市場小路 木屋町店 河原町・木屋町・先斗町 焼肉 075-353-0429 下京区木屋町通仏光寺上ル天王町3-154-1 MAP

141 近江牛 松喜屋 京都四条店 河原町・木屋町・先斗町 ステーキ・鉄板焼 075-252-0329 下京区四条通麩屋町西入立売東町28 SAKIZO PLAZAビル2F MAP

142 京都ホテルオークラ 鉄板焼 ときわ 河原町・木屋町・先斗町 ステーキ・鉄板焼 075-254-2536 中京区河原町御池 京都ホテルオ-クラ17F MAP

143 Another C 河原町・木屋町・先斗町 創作料理 075-746-2438 中京区河原町通三条東入中島町96　三条木屋町ビル4F MAP

144 Hyssop 河原町・木屋町・先斗町 創作料理 075-352-3728 下京区河原町通四条下ル2丁目稲荷町318-6 GOOD NATURE STATION 4F MAP

145 ザ・リッツ・カールトン京都 ラ・ロカンダ 河原町・木屋町・先斗町 イタリア料理 075-746-5522 中京区鴨川二条大橋畔 MAP

146 スコルピオーネ 吉右 河原町・木屋町・先斗町 イタリア料理 075-354-9517 下京区西石垣通四条下ル斎藤町133-140-18 MAP

147 先斗町 禊川 河原町・木屋町・先斗町 フランス料理 075-221-2270 中京区先斗町通三条下ル東側 MAP

148 MANYOKEN style 京都 髙島屋店 河原町・木屋町・先斗町 フランス料理 075-252-7669 下京区四条河原町西入真町52 MAP

149 ラデュレ 京都四条店 河原町・木屋町・先斗町 アフタヌーンティー 075-548-1076 下京区御幸町西入奈良物町371 MAP

150 一之船入 河原町・木屋町・先斗町 中国料理 075-256-1271 中京区河原町通二条下ル一之船入町537-50 MAP

151 大傳梅梅 河原町・木屋町・先斗町 中国料理 075-353-9021 下京区木屋町通松原上ル美濃屋町173 MAP

152 TOILO × TANITA CAFE 河原町・木屋町・先斗町 甘味処・スイーツ 075-212-1016 下京区四条通河原町東入真町68 住友不動産京都ビル7F FOOD HALL内 MAP

153 福寿園京都本店 京の茶寮 河原町・木屋町・先斗町 甘味処・スイーツ 050-3152-2902 下京区四条通富小路角　福寿園京都本店2F MAP

154 ザ・リッツ・カールトン京都　ザ・ロビーラウンジ 河原町・木屋町・先斗町 アフタヌーンティー 075-746-5522 中京区鴨川二条大橋畔 MAP

155 京都ホテルオークラ　バー チッペンデール 河原町・木屋町・先斗町 BAR 075-254-2541 中京区河原町御池 京都ホテルオークラ2F MAP

156 ザ・リッツ・カールトン京都　The Bar 河原町・木屋町・先斗町 BAR 075-746-5522 中京区鴨川二条大橋畔 MAP

157 BAR 穂波 河原町・木屋町・先斗町 BAR 075-241-5755 中京区木屋町通三条上ル上大阪町521 エンパイヤビル7F MAP

158 京都東急ホテル たん熊北店 Directed by M.Kurisu 京都駅周辺 京料理 075-343-3936 下京区堀川五条下ル柿本町580 京都東急ホテルB1F MAP

159 THE THOUSAND KYOTO　KIZAHASHI 京都駅周辺 京料理 075-351-0700 下京区東塩小路町570番 MAP

160 たん熊北店 リーガロイヤルホテル京都店 京都駅周辺 京料理 075-361-3815 下京区東堀川通塩小路下ル松明町1 リーガロイヤルホテル京都 B1F MAP

161 ハイアット リージェンシー 京都　日本料理 東山 京都駅周辺 京料理 075-541-3201 東山区三十三間堂廻り644-2 MAP

162 はり清 京都駅周辺 京料理 075-561-1017 東山区大黒町通五条下ル袋町294 MAP

163 半兵衛麸 京都駅周辺 湯葉・豆腐料理 075-525-0008 東山区問屋町通五条下ル二丁目上人町433 MAP

164 天婦羅処 京林泉 京都駅周辺 天ぷら 075-343-3535 下京区烏丸通塩小路下ル JR京都駅中央口 ホテルグランヴィア京都M3F MAP

165 田ごと 京都駅 ポルタ店 京都駅周辺 そば 075-343-3921 下京区東塩小路町902 京都駅前地下街ポルタ内 MAP

166 肉割烹ふたご THE JUNEI HO 京都 京都駅周辺 肉料理 075-525-0052 東山区東山区本町4-139 MAP

167 京都新阪急ホテル 鉄板焼 ロイン 京都駅周辺 ステーキ・鉄板焼 075-284-1113 下京区JR京都駅烏丸中央口正面 MAP

https://honke-owariya.co.jp/
https://goo.gl/maps/pn5aMr7wHHDHpZQw6
http://hoippo.net/
https://g.page/hoippo?share
https://www.chiriri.co.jp/kyoto/
https://goo.gl/maps/Ho4cNqQzBVnV1q4e7
https://www.star-kyoto.co.jp/restaurant/shop-3/
https://goo.gl/maps/N5on7NC97hg72sTp7
http://www.yazawameat.com/kyoto/top_j
https://goo.gl/maps/LVYsJFS8MvzWT3eJA
https://www.brightonhotels.co.jp/kyoto/restaurant/himorogi/
https://goo.gl/maps/ZoPoqi4kvWYsLGc89
http://www.benjaminsteakhouse.jp/kyoto/
https://goo.gl/maps/xvzSABt66TN182kKA
http://www.princess-kyoto.co.jp/restaurant/hoen/index.html
https://goo.gl/maps/qkNzT6Di9rC2yRE89
http://www.kushikura.jp/
https://g.page/kushikura?share
https://kushihirao.net/
https://goo.gl/maps/qrFpmmjD7SMQ9Wtu7
https://jp.koanhanare-maiko.com/
https://g.page/maikokyoto?share
https://www.yamahei1863.com/
https://g.page/KyotoSanjoYamahei?share
https://www.brightonhotels.co.jp/kyoto/restaurant/couraumidi/
https://goo.gl/maps/Qmq3tP8rVVJnpMKQ9
https://toilo.co.jp/waisousaku
https://g.page/TOILOKARASUMA?share
https://www.wakuragi.kyoto/
https://goo.gl/maps/zqKbW9HbKyGSSx247
https://www.brightonhotels.co.jp/kyoto/restaurant/feerie/
https://goo.gl/maps/tYKSZWtEavgVCAvk9
https://www.princess-kyoto.co.jp/restaurant/ambercourt
https://g.page/ambr_court_nikko_princess_kyoto?share
https://www.mrmauricesitalian.com/
https://g.page/MAURICE_ITALIAN?share
http://www.smn-tisaneria-kyoto.jp/
https://goo.gl/maps/kmCegr4yAYnGzXxQ6
http://www.fiorisca.com/
https://goo.gl/maps/qE9s6umXu52XQMUw7
https://www.strada-kyoto.com/
https://goo.gl/maps/EA9qC5D7fZsUxSVBA
https://www.facebook.com/lino.kyotoitalian/
https://g.page/lino-kyotoitalian?share
https://restaurant.ikyu.com/116493/
https://goo.gl/maps/599HgWHtaKNz9W34A
http://www.cest-sympa.com/
https://goo.gl/maps/422ULbso8eQvinan7
https://www.necolab-kyoto.com/macro/
https://goo.gl/maps/W8hFWRTMzHejHVnt8
https://www.necolab-kyoto.com/macro/
https://goo.gl/maps/ZbiCwiEMZ4qrouZF6
http://lacachette-french.com/
https://g.page/lacachette-french?share
http://reine-des-pres.com/
https://goo.gl/maps/m6DJ685D84XtG1iY6
http://www.bellota.jp/karasuma_sanjo/
https://goo.gl/maps/Tk1PMcYtrAsr3Ydv9
https://www.hotel.kyoto/karasuma/restaurant/tohlee/dinner-toh/
https://g.page/karasuma_kyoto_hotel_chinese?share
https://www.brightonhotels.co.jp/kyoto/restaurant/kakan/
https://goo.gl/maps/69VFoGBmdUZrdfJE9
https://kiwa-group.co.jp/zezekan/
https://g.page/zezekan-kyoto?share
https://kiwa-group.co.jp/xeumeihua_saikontan/
https://goo.gl/maps/D4ZDf5BdZGo7o4NHA
https://www.princess-kyoto.co.jp/restaurant/hisuien
https://g.page/hisuien_nikko_princess_kyoto?share
http://hoshitsukiyo.kyoto/
https://goo.gl/maps/WymHiuDHLtd1Z8hx5
http://www.zen-kashoin.com/muromachistore/
https://goo.gl/maps/YeNbjLN2DHhGCeqK7
https://teasalon-grace.com/
https://g.page/Kyoto-GRACE-TeaSalon?share
https://www.hotel.kyoto/karasuma/restaurant/anchor/
https://g.page/karasuma_kyoto_hotel_bar?share
https://kiwa-group.co.jp/zezekan/
https://g.page/zezekan-kyoto?share
http://www.sakontaro.co.jp/kyoto/index.php
https://goo.gl/maps/fZM1aXY66w1pMFBJ9
http://www.kinmata.com/
https://goo.gl/maps/H2qH2pj4Dpx23DbZ6
http://chimoto.jp/saiseki/index.html
https://goo.gl/maps/kavKn9uhK3ypz82q8
https://www.ritzcarlton.com/jp/hotels/japan/kyoto/dining/kaiseki-mizuki
https://goo.gl/maps/pEothrkG3H33ATNU9
https://takeshimakyoto.jp/
https://goo.gl/maps/tgDCwVWP6rjj7QrBA
https://www.kyoto-tagoto.co.jp/index.html
https://goo.gl/maps/CL5Pe2iFvMgyfoLf8
http://www.kyoto-tagoto.co.jp/
https://goo.gl/maps/6unHXUR3DAEjHR3v6
http://www.tankumakita.jp/
https://g.page/tankumakitamise-honten?share
http://www.minokichi.co.jp/
https://goo.gl/maps/3MBDFPN29SMRa4Fa6
https://kyoto-ishigamatei.com/
https://g.page/ishigamatei?share
http://www.yagenbori.co.jp/tenpo/osen/
https://g.page/osen_kyoto?share
https://www.kyoto-mangetsu.com/
https://g.page/mangetsunohana?share
https://suishinhonten.gorp.jp/
https://goo.gl/maps/NXPv4PvbtW3HrpNc6
https://www.robin-kyoto.com/
https://g.page/pontocho-robin?share
http://www.yagenbori.co.jp/tenpo/edogawa/
https://g.page/kayukoji_edogawa?share
http://www.hisagozusi.co.jp/
https://goo.gl/maps/tGFNtp5ty5SNSZmE7
https://www.ukiya.co.jp/
https://g.page/ukiya-kyotohotel?share
http://www.daikoku-ya.jp/
https://g.page/daikokuya_honten?share
http://kanae.kyoto/
https://goo.gl/maps/2PMxoG5NPmgut9Fy6
http://www.mishima-tei.co.jp/
https://goo.gl/maps/HRY5UD8sdQ8CN4uJ7
https://www.star-kyoto.co.jp/restaurant/shop-14/
https://g.page/YakinikuIchibacoji?share
http://www.matsukiya.net/restaurant/kyoto.html
https://goo.gl/maps/VBXfLYmiNqSJmTjAA
http://okura.kyotohotel.co.jp/restaurant/tokiwa/
https://g.page/kyoto_hotel_okura_steak?share
http://anotherc.net/
https://goo.gl/maps/Mtnoayo5hEo3bTGU6
https://goodnaturestation.com/restaurant/hyssop/
https://g.page/hyssop_kyoto?share
https://www.ritzcarlton.com/jp/hotels/japan/kyoto/dining/la-locanda
https://goo.gl/maps/yVHEfY6RwESEwqG58
https://kiwa-group.co.jp/scorpione_kitiu/
https://goo.gl/maps/9Hdfget1ToE8SgTE6
http://www.misogui.jp/
https://goo.gl/maps/AfSTjFxWseiyHise6
http://www.manyoken.com/takashima.html
https://goo.gl/maps/1E8Dxm93v3VCdvGL9
https://www.laduree.jp/
https://goo.gl/maps/E1vLrYwdfeVvSdM37
http://ichinohunairi.com/
https://goo.gl/maps/T7eihN3Y78NbwSQv8
https://kiwa-group.co.jp/meimei_daiden/
https://g.page/meimei_daiden?share
http://foodhall.jp/shop/toirotanita.html
https://g.page/TOILOTANITACAFEkyoto-kyoto?share
http://fukujuen-kyotohonten.com/
https://goo.gl/maps/HwHzBxjyjA9YfXmD8
https://www.ritzcarlton.com/jp/hotels/japan/kyoto/dining/the-lobby-lounge
https://goo.gl/maps/1HG2CwkH7PwrQttJ8
https://www.hotel.kyoto/okura/restaurant/chippendale/
https://g.page/kyoto_hotel_okura_bar?share
https://www.ritzcarlton.com/jp/hotels/japan/kyoto/dining/the-bar
https://goo.gl/maps/14W95SX48CWhxYk6A
https://kyoto-honami.com/
https://goo.gl/maps/NatZWxpttysZcKRr8
http://www.tankumakita.jp/
https://goo.gl/maps/mw16mhmSTnTu4stT7
https://www.keihanhotels-resorts.co.jp/the-thousand-kyoto/restaurants/-kizahashi/
https://g.page/thethousandkyoto?share
https://www.rihga.co.jp/kyoto/restaurant/list/tankuma/
https://goo.gl/maps/2RNVxwhZSikgpmuEA
https://www.hyatt.com/en-US/hotel/japan/hyatt-regency-kyoto/kyoto/dining
https://goo.gl/maps/ehbF4EcSXE9pLeAm9
https://harise-kyoto.com/
https://goo.gl/maps/FMMdHtHYSpmbgNxRA
http://www.hanbey.co.jp/
https://goo.gl/maps/uUm9JHpsxiA3m1n28
http://www.granvia-kyoto.co.jp/rest/kyorinsen.php
https://goo.gl/maps/DUpD5bJfmEhNabeM9
https://www.kyoto-tagoto.co.jp/branch/
https://goo.gl/maps/gkZP7c8fcNQEck3V9
https://nikutei25.com/
https://g.page/futago_junei?share
https://www.hankyu-hotel.com/hotel/hh/kyotoshh/restaurants/loin/
https://g.page/kyotoshh_loin?share


店名（サイトへリンクします） エリア ジャンル 電話番号 住所

168 ホテル カンラ 京都 鉄板料理 花六 京都駅周辺 ステーキ・鉄板焼 075-344-3829 下京区烏丸通六条下ル北町190 ホテルカンラ京都B1F MAP

169 京都東急ホテル ALL DAY DINING KAZAHANA 京都駅周辺 洋食 075-341-2787 下京区堀川五条下ル柿本町580 京都東急ホテルB1F MAP

170 THE THOUSAND KYOTO　SCALAE 京都駅周辺 イタリア料理 075-351-0700 下京区東塩小路町570番 MAP

171 ハイアット リージェンシー 京都 トラットリア セッテ 京都駅周辺 イタリア料理 075-541-3204 東山区三十三間堂廻り644-2 MAP

172 ホテル カンラ 京都 THE KITCHEN KANRA 京都駅周辺 イタリア料理 075-344-3821 下京区烏丸通六条下ル北町190 ホテルカンラ京都B2F MAP

173 フォーシーズンズホテル京都 ブラッスリー 京都駅周辺 フランス料理 075-541-8288 東山区妙法院前側町445-3 MAP

174 ホテルグランヴィア京都　ビュー＆ダイニング コトシエール 京都駅周辺 フランス料理 075-342-5522 下京区烏丸通塩小路下ル JR京都駅中央口 ホテルグランヴィア京都15Ｆ MAP

175 京都東急ホテル 中国料理 星ヶ岡 京都駅周辺 中国料理 075-341-2633 下京区堀川五条下ル柿本町580 京都東急ホテルB1F MAP

176 茶寮 FUKUCHA 京都駅周辺 甘味処・スイーツ 075-744-0552 下京区烏丸通塩小路通下ル東塩小路町901 京都駅ビル中央口2F MAP

177 茶匠清水一芳園 京都駅周辺 甘味処・スイーツ 075-202-7964 東山区本瓦町665 MAP

178 京都東急ホテル　ティーラウンジ ほりかわ 京都駅周辺 アフタヌーンティー 075-341-2411 下京区堀川五条下ル柿本町580 京都東急ホテルB1F MAP

179 THE THOUSAND KYOTO　TEA ＆ BAR 京都駅周辺 アフタヌーンティー 075-351-0700 下京区東塩小路町570番 MAP

180 下鴨茶寮 宝ヶ池・洛北・上賀茂・大原 京料理 075-701-5185 左京区下鴨宮河町62 MAP

181 照月 宝ヶ池・洛北・上賀茂・大原 京料理 075-791-4131 左京区下鴨上川原町24 MAP

182 にしむらや 宝ヶ池・洛北・上賀茂・大原 京料理 075-493-8377 北区大宮北椿原町45 髙山ビルB1F MAP

183 山ばな 平八茶屋 宝ヶ池・洛北・上賀茂・大原 京料理 075-781-5008 左京区山端川岸町8-1 MAP

184 志野 松門 宝ヶ池・洛北・上賀茂・大原 和食 075-744-3304 左京区大原勝林院町109 MAP

185 芹生 宝ヶ池・洛北・上賀茂・大原 和食 075-744-2301 左京区大原勝林院町22 MAP

186 わっぱ堂 宝ヶ池・洛北・上賀茂・大原 和食 075-744-3212 左京区大原草生町102 MAP

187 AIC 秋津洲 京都　鮨 熊谷 宝ヶ池・洛北・上賀茂・大原 寿司 075-712-3303 北区上賀茂朝露ヶ原町10-55 MAP

188 野むら山荘 宝ヶ池・洛北・上賀茂・大原 鶏料理 075-744-3456 左京区大原野村町236 MAP

189 AIC 秋津洲 京都　フレンチ ウエシマ 宝ヶ池・洛北・上賀茂・大原 フランス料理 075-712-3303 北区上賀茂朝露ヶ原町10-55 MAP

190 épice 宝ヶ池・洛北・上賀茂・大原 フランス料理 075-222-2220 上京区寺町通今出川下ル真如堂前町105 MAP

191 開晴亭 北山本店 宝ヶ池・洛北・上賀茂・大原 フランス料理 075-706-6966 左京区下鴨前萩町5-8 MAP

192 紫竹 葵湖 北野・西陣・鷹峯 京料理 075-406-5758 北区紫竹下竹殿町16 MAP

193 西陣魚新 北野・西陣・鷹峯 京料理 075-441-0753 上京区中筋通浄福寺西入中宮町300 MAP

194 萬長 北野・西陣・鷹峯 京料理 075-461-3961 右京区谷口園町24 MAP

195 京料理・てんぷら 天喜 北野・西陣・鷹峯 天ぷら 075-461-4146 上京区千本通今出川上ル上善寺町89 MAP

196 鮓 芳月 北野・西陣・鷹峯 寿司 075-462-1113 上京区真盛町730-1 MAP

197 京都 喜Shin 北野・西陣・鷹峯 創作料理 075-432-7734 北区衣笠西御所ノ内町37 MAP

198 ボルドー 北野・西陣・鷹峯 フランス料理 075-492-6901 北区大宮玄琢南町35-5 MAP

199 CAfé山猫軒 北野・西陣・鷹峯 甘味処・スイーツ 075-462-6004 北区等持院北町39-6 MAP

200 フルーツパーラー クリケット 北野・西陣・鷹峯 甘味処・スイーツ 075-461-3000 北区平野八丁柳町68-1 サニーハイム金閣寺1F MAP

201 嵐山 熊彦 嵯峨・嵐山 京料理 075-861-0004 右京区嵯峨天龍寺芒ノ馬場町5-1 MAP

202 嵐山 錦 嵯峨・嵐山 京料理 075-871-8888 右京区嵯峨中之島官有地 MAP

203 せんしょう 嵯峨・嵐山 京料理 075-322-1913 右京区西院安塚町23 MAP

204 旅亭 嵐月 嵯峨・嵐山 京料理 075-865-2000 右京区嵯峨天龍寺芒ノ馬場町7 MAP

205 翠嵐 ラグジュアリーコレクションホテル 京都　京 翠嵐 嵯峨・嵐山 創作料理 075-872-1555 右京区嵯峨天龍寺芒ノ馬場町12 MAP

206 翠嵐 ラグジュアリーコレクションホテル 京都　茶寮 八翠 嵯峨・嵐山 甘味処・スイーツ 075-872-1222 右京区嵯峨天龍寺芒ノ馬場町12 MAP

207 魚三楼 伏見・京都市南部 京料理 075-601-0061 伏見区京町3-187 MAP

208 清和荘 伏見・京都市南部 京料理 075-641-6238 伏見区深草越後屋敷町8 MAP

209 玉家 伏見・京都市南部 京料理 075-641-0103 伏見区深草稲荷御前町73 MAP

210 松廣 伏見・京都市南部 京料理 075-641-8007 伏見区深草小久保町244 MAP

211 水ノ雅 KYOTO FUSHIMI 伏見・京都市南部 フランス料理 075-574-7482 伏見区京町1丁目244 MAP

212 高雄観光ホテル 高雄 京料理 075-871-2991 右京区梅ケ畑高雄町5 MAP

213 料理旅館 高雄 錦水亭 高雄 京料理 075-861-0216 右京区梅ケ畑殿畑町40 MAP

214 もみぢ家本館 高雄山荘 高雄 京料理 075-871-1005 右京区梅ケ畑西ノ畑町2 MAP

215 京・宇治 抹茶料理 辰巳屋 宇治・南山城 京料理 0774-21-3131 宇治市宇治塔川3-7 MAP

216 お台所 roji 宇治・南山城 和食 0774-94-6243 宇治市宇治妙楽171-14 MAP

https://www.uds-hotels.com/kanra/kyoto/restaurant/#hanaroku
https://goo.gl/maps/3tvwZrQ8p72Zu71B9
https://www.kyoto-h.tokyuhotels.co.jp/ja/restaurant/kazahana/index.html
https://goo.gl/maps/yUBqviLntQzHg1AN8
https://www.keihanhotels-resorts.co.jp/the-thousand-kyoto/restaurants/scalae.html
https://goo.gl/maps/Kd9VciASe2shzYnEA
https://www.hyatt.com/ja-JP/hotel/japan/hyatt-regency-kyoto/kyoto/dining
https://goo.gl/maps/wjq6jwqRSRLUSCE39
https://hotelkanra.jp/restaurant/
https://goo.gl/maps/SxJoZuUiTMR4VeTy8
https://www.fourseasons.com/jp/kyoto/dining/restaurants/brasserie/
https://goo.gl/maps/abxoKZjLL71p3hfD8
https://www.granvia-kyoto.co.jp/restaurant/cotociel/
https://goo.gl/maps/gvFHHYLDvYNPxjVc7
https://www.kyoto-h.tokyuhotels.co.jp/ja/restaurant/hoshigaoka/index.html
https://goo.gl/maps/4RpdmDoXAXZFYNNM7
https://fukucha-fukujuen.com/
https://g.page/fukucha?share
https://ippoen.co.jp/
https://g.page/ippoen?share
https://www.tokyuhotels.co.jp/kyoto-h/restaurant/horikawa/index.html
https://goo.gl/maps/SvpxXcNe7KgicQ117
https://www.keihanhotels-resorts.co.jp/the-thousand-kyoto/restaurants/teabar.html
https://goo.gl/maps/hiFMZ2hKrDzRPZ8h7
http://www.shimogamosaryo.co.jp/
https://goo.gl/maps/yKaXevSFfsVd6UaaA
https://shogetsu.kyoto/
https://g.page/shogetsu-kyoto?share
https://nishimurayaofficial.amebaownd.com/
https://goo.gl/maps/14w7MsbqqarJf19c7
http://www.heihachi.co.jp/
https://goo.gl/maps/oVhQPJjttLCwpncq6
https://sino-shoumon.com/
https://goo.gl/maps/YkeXGNc9eA9B3KUJ7
https://www.seryo.co.jp/index.html
https://goo.gl/maps/xbCHVjhbvH9jMSvx5
https://wappado.jp/
https://goo.gl/maps/hwNE2u17t5o3bbz18
http://aic-akitsushima.com/restaurant/
https://goo.gl/maps/JR6Woojxk3VGH7Pp6
http://nomura-sansou.com/
https://goo.gl/maps/MAhH6F4sjUQWw3ZT9
http://aic-akitsushima.com/
https://goo.gl/maps/ibkCjz5J8xrkzzqK9
http://www.kyoto-epice.jp/
https://g.page/epice?share
https://www.kaiseytei.co.jp/
https://goo.gl/maps/kQp7WfAFCntoimGq8
http://www.shichiku-kiko.com/
https://goo.gl/maps/7VaXHmyyEMP5hV2f7
http://www.nishijin-uoshin.co.jp/
https://goo.gl/maps/M4zcu51Pfwrhzr5J8
http://www.mantyo.com/
https://g.page/mantyo?share
http://kyoto-tenki.com/
https://g.page/kyoto-tenki?share
https://restaurant.ikyu.com/115706/
https://goo.gl/maps/t249NVqb7sgwHpa9A
https://kyoto-kishin.jp/
https://g.page/kyoto-ki-shin?share
http://www.kyoto-bordeaux.com/
https://goo.gl/maps/7egRVwAq1xQB23pi9
https://www.facebook.com/cafeyamanekoken/
https://g.page/cafeyamanekoken?share
http://www.cricket-jelly.com/
https://goo.gl/maps/uVnzkunXVUDbY8yh8
http://www.kumahiko.com/
https://goo.gl/maps/hCA2PAdAVxEi2HiLA
http://www.kyoto-nishiki.com/
https://goo.gl/maps/Ls2VsBU4SMXo1oAH6
http://www.sensyou.jp/
https://goo.gl/maps/MMYBpHrBAqHsV6sN7
http://www.rangetsu.jp/index2.html
https://goo.gl/maps/Er5oRw48WULMk89R9
http://www.suirankyoto.com/
https://goo.gl/maps/xuWDijvg2BC5rF1UA
https://www.suihotels.com/suiran-kyoto/
https://goo.gl/maps/ByH6o6RyvKM3JxHs7
http://www.uosaburo.com/
https://goo.gl/maps/RQfanejrjNqJA1AK8
http://www.seiwasou.com/
https://g.page/seiwasou?share
https://restaurant.ikyu.com/109266/
https://goo.gl/maps/gBzqfBUmuDhHvWZo6
http://www.matsuhiro.jp/
https://goo.gl/maps/ySd46wYL7pV4MYcw5
https://mizunomiyabi-kyoto-fushimi.gorp.jp/
https://goo.gl/maps/fBTTudERxZWDLwXk7
http://takaokanko-hotel.com/
https://goo.gl/maps/KSt2iNkzpFToMWGD9
https://www.kinsuitei.com/
https://goo.gl/maps/13PQkyA1qqSBH5xU7
https://www.momijiya.jp/hanare/
https://g.page/momijiya?share
http://www.uji-tatsumiya.co.jp/
https://g.page/uji-tatsumiya?share
https://www.facebook.com/k.roji.ne.jp/
https://goo.gl/maps/hUXw7qghQREzinVJ9

