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Ｒ＆Ｂホテル京都駅八条口 ６９３－２１２１ 南区東九条上殿田町41-1 お届けのみ可能 http://randb.jp/kyoto/

Ｒ＆Ｂホテル京都四条河原町 ３５３－１７１７ 下京区市之町２５８ お届けのみ可能 http://randb.jp/kawaramachi/

R&Run 京都アパートメント＆スイート ２２２－９１１１ 中京区六角通柳ノ馬場東入大黒町72-1 https://www.r-and-run.com/

アーバイン京都 河原町通 ３５４－０３３３ 下京区土手町通正面上る溜池町359-1 https://www.urbain-hotels.com/kkd/

アーバイン京都 清水五条 ５５１－１８００ 東山区五条通大橋東入東橋詰町13番地 https://www.urbain-hotels.com/kkg/

アーバイン京都 四条大宮 ８１３－１１０１ 中京区壬生坊城町１４-２ https://www.urbain-hotels.com/kso/

アーバンホテル京都　 ６４７－０６０６ 伏見区深草西浦町４－５９ http://uh-urban.com/kyoto/

アーバンホテル京都五条プレミアム ４０６－１７８５ 下京区五条通油小路西入北側小泉町87番地 http://www.uh-urban.com/gojo/

アーバンホテル京都四条プレミアム ４０６－１８３５ 下京区堀川通四条下る四条堀川町272-6 　 http://www.uh-urban.com/shijo/index.html

アーバンホテル京都二条プレミアム ８１３－１１７７ 中京区聚楽廻南町２５－５ http://www.uh-urban.com/nijo/

ｱｰﾙ ﾓﾝ ｾﾞﾝ ｷｮｳﾄ(ART MON ZEN KYOTO) ５５１－０００９ 東山区古門前通大和大路東入元町391 http://www.amz-kyoto.jp/

葵HOTEL KYOTO ３５４－７７７０ 下京区天王町１４６

葵KYOTO STAY ３５４－７７７０ 下京区天王町145-1 https://www.kyoto-stay.jp/

アゴーラ 京都烏丸 ３５３－１１１８ 下京区西洞院通四条下る妙伝寺町７０１－１ https://www.agora-kyoto.com/karasuma/

アゴーラ 京都四条 ２５４－７５８８ 下京区四条通油小路東入傘鉾町36 https://www.agora-kyoto.com/shijo/
あずきや ７７１－０２５０ 東山区東分木町２７２ http://staykyoto.net/

あづまや ３７１－２３６４ 下京区堀川通七条上ル　西本願寺前 旅館あづまや https://www.adumaya-kyoto.com/

アパヴィラホテル(京都駅前) ３４１－８１１１ 下京区東洞院通七条下ル塩小路町533 お届けのみ可能 https://www.apahotel.com/hotel/kansai/villa-kyoto-ekimae/

アパホテル京都駅前 ３６５－４１１１ 下京区西洞院通塩小路下ル南不動堂町806 お届けのみ可能 https://www.apahotel.com/hotel/kansai/kyoto-ekimae/

アパホテル京都東 ０５７０－０７５－４１１ 下京区東塩小路町552-1 お届けのみ可能 https://www.apahotel.com/hotel/kansai/kyoto/kyoto-ekihigashi/

アパホテル京都祇園エクセレント ５５１－２１１１ 東山区祇園町南側555 お届けのみ可能 https://www.apahotel.com/hotel/kansai/kyotogion/

アパホテル京都駅堀川通 ３４１－６１１１ 下京区油小路通塩小路西油小路町1番地 お届けのみ可能 https://www.apahotel.com/hotel/kansai/kyotoeki-horikawa/

阿美家（あびや） ２１１－８８７１ 上京区新椹木町通丸太町下ﾙ東土御門343-1

アマン京都 ４９６－１３３３ 北区大北山鷲峯町1 https://www.aman.com/ja-jp/resorts/aman-kyoto

アメニティーホテル京都 ５２５－３９００ 東山区清水４－１７１　 https://amenity-hotel.com/

嵐 山　 ８６１－４３９８ 右京区嵯峨北堀町３８－２ 民宿

嵐山 辨慶 ８７２－３３５５ 右京区嵯峨天竜寺芒ノ馬場町３４番地 https://benkei.biz/

嵐山寮 ８８１－２０９７ 西京区嵐山中尾下町３4 三井物産嵐山厚生寮

アリストンホテル京都十条 ６８１－６６００ 南区上鳥羽勧進橋町23番地 お届けのみ可能 https://www.ariston.jp/kyoto/

アルモントホテル京都 ６８１－２３０１ 南区東九条西岩本町２６－１ https://www.almont.jp/kyoto/

IMU HOTEL KYOTO ３５３－１６１６ 下京区岩戸山町411 https://imuhotel.jp/

飯 田 ３４１－３２５６ 下京区不明門通り塩小路上ル717 ホテル飯田 http://www.hotel-iida.co.jp/

庵 町家ステイ ３５２－０２１１ 下京区室町新町の間五条上る小田原町227番地 R1.1～一時休業

石 原 ２２１－５６１２ 中京区柳馬場通姉小路上る柳八幡町76 京の宿 石原

いしだ旅館 ５６１－０８５９ 東山区祇園南側八坂町570-164

石長松菊園 ２２２－１１０１ 中京区河原町通竹屋町東入る末丸町284 http://www.shogikuen.co.jp/

和泉屋旅館 ３６１－０８１１ 下京区堀川通七条上ル丸屋町122番地 http://www.izumiya-ryokan.co.jp/

井筒ホテル ２３１－３２２２ 中京区河原町通三条下る大黒町５２ https://izutsuhotel.com/

井筒安 ３７１－１５７４ 下京区東洞院下珠数屋街上る笹屋町272 料理旅宿 井筒安 https://izuyasu.com/

糸屋ホテル ３６５－１２２１ 下京区烏丸通松原上る薬師前町７１２ 京都糸屋ホテル https://www.itoyahotel.com/

糸屋ホテル　MON ３６５－１２２１ 下京区松原通新町東入中野之町179 京都糸屋ホテル　MON https://www.itoyahotel.com/mon/

田舎亭　 ５６１－３０５９ 東山区祇園下河原石塀小路４６３ http://www.inakatei.com/

イビススタイルズ京都ステーション ６９３－８４４４ 南区東九条上殿田町４７ https://all.accor.com/hotel/9418/index.ja.shtml

井雪旅館 ５６１－２１３２ 東山区林下町　八坂鳥居前東入円山町官有地

ヴィアインプライム京都駅八条口 ６６２－５４８９ 南区東九条上殿田町44-1 お届けのみ可能 https://www.viainn.com/kyoto-h/

ヴィアイン京都四条室町 ２５６－６１１１ 中京区室町通錦小路上ル山伏山町551-2 お届けのみ可能 https://www.viainn.com/kyoto/

ヴィラージュ京都 ８１２－７６００ 中京区壬生坊城町５ https://vl-kyoto.hvf.jp/

ヴィラ三条室町・京都 ２５７－０７７７ 中京区三条室町上ル役行者町３７５ http://sanjo-muromachi.net/

ウエスティン都ホテル京都　 ７７１－７１１１ 東山区粟田口華頂町１ https://www.miyakohotels.ne.jp/westinkyoto/

うえむら ５６１－０３７７ 東山区下河原石塀小路 旅館うえむら

魚岩旅館 ３７１－４９１０ 下京区堀川通七条上ル１４３ https://www.waku-waku-waku.com/uoiwa/

宇多野ユースホステル ４６２－２２８８ 右京区太秦中山町２９ 京都/宇多野ユースホステル http://yh-kyoto.or.jp/utano/index.php

卯乃花 ４６５－３３３１ 上京区御前通仁和寺街道下る下竪町188 京のやど 卯乃花

梅小路花伝抄 ３１６－００７７ 下京区朱雀内畑町４１－１０ 京都梅小路花伝抄 https://www.hotespa.net/hotels/umekoji_kadensho/

梅小路ポテル京都 ２８４－１１００ 下京区観喜寺町１５ https://www.potel.jp/kyoto/

うら～らかハウス ８１２－８０６６ 上京区北伊勢屋町７４０ 京都うら～らかハウス https://kyoto-uraraka.jp/

ANAクラウンプラザホテル京都 ２３１－１１５５ 中京区堀川通二条下ル土橋町１0番地 http://www.anacpkyoto.com/

エースホテル京都 ２２９－９０００ 中京区車屋町245－2 https://www.acehotel.com/kyoto/

エクシブ京都八瀬離宮 ７０７－２８８８ 左京区八瀬野瀬町７４ー１ https://rt-clubnet.jp/hotels/xiv/kyouto/

エスペリアホテル京都 ８４１－７７７７ 下京区中堂寺壬生川町22 https://www.s-peria.com/kyoto/

エミオン京都 ３２３－２７２７ 下京区朱雀堂ノ口町20-4 ホテルエミオン京都 https://www.hotel-emion.jp/kyoto/

エムズ・エスト七条 ３３０－９３３０ 下京区三ノ宮町通七条上る下三之宮町３０１番地 ホテル エムズ・エスト七条 https://kyohotel.jp/hotel/msestnanajo/

エムズ・プラス四条大宮 ８１３－０２５８ 中京区四条通大宮西入錦大宮町114 ホテルエムズ・プラス四条大宮 https://hotelms.jp/msplusomiya/

エルシエント京都 ６７２－１１００ 南区東九条東山王町１３ ホテルエルシエント京都 https://www.elcient.com/kyoto/
EN HOTEL Kyoto ３６１－０５０５ 下京区西洞院通四条下る妙伝寺町６９８ https://www.courthotels.co.jp/kyoto/

エムズホテル三条大宮　取扱不可

オークラ ２１１－５１１１ 中京区河原町御池 ホテルオークラ京都 https://www.hotel.kyoto/okura/

オークラ京都岡崎別邸 ７７１－５７７７ 左京区岡崎天王町26番6 ホテルオークラ京都岡崎別邸 https://okazakibettei.hotelokurakyoto.com/#afp_firstview

大原山荘　 ７４４－２２２７ 左京区大原草生町１７ 民宿 大原山荘 http://www.ohara-sansou.com/

大原の里　 ７４４－２９１７ 左京区大原草生町４１ 京の民宿 大原の里 http://www.oohara-no-sato.co.jp/

おくだ ５４１－２１２６ 東山区大和大路通四条下ル三丁目博多町８５－１ 旅館おくだ

尾張屋旅館 ３６１－５３６１ 下京区堀川通正面上ル堺町９３

お花坊 ３７１－３６８８ 下京区不明門通下珠数屋町上ﾙ卓屋町66-2 京の宿北海館 お花坊 https://www.ohanabo.com/

御室会館　 ４６４－３６６４ 右京区御室大内３３　御室仁和寺境内 仁和寺御室会館 https://omurokaikan.jp/

お宿　いしちょう ２２２－１１０１ 中京区河原町通竹屋町東入る末丸町284 http://www.ishicho.co.jp/

御宿 野乃 京都七条 ３６５－５４８９ 下京区材木町４９1番地 https://www.hotespa.net/hotels/nono_kyoto/

オリエンタルホテル京都六条 ３４３－８１１１ 下京区油小路通六条上る卜味金仏町181番 https://kyotorokujo.oriental-hotels.com/

オリックス嵐山荘 右京区嵯峨天竜寺芒ノ馬場町１７

鴨　東 ５４１－７８０３ 東山区七条鴨川東一筋目南入ﾙ日吉町226-5 旅館 鴨 東 http://www.kyoto-ohto.com/japanese/top.html

近江屋 ３５１－５２９２ 下京区上珠数屋町東洞院東入花屋町３８７  http://www.omiya-kyoto.com/index.html

OMO５京都祇園 0570-073-022 東山区四条通大和大路東入祇園町北側288 https://www.hoshinoresorts.com/resortsandhotels/omobeb/omo/5kyotogion.html

OMO５京都三条 ２２１－０７１１ 中京区河原町通三条上る恵比須町434番1 https://www.hoshinoresorts.com/resortsandhotels/omobeb/omo/5kyotosanjo.html
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加ぎ平 ２２１－２４３１ 中京区麩屋町通錦上ル梅屋町４８１ 京乃宿 加ぎ平 http://www.kagihei.com/
懐古庵 ７５１－１００５ 左京区新間之町通仁王門上ル頭町366 https://kaikoan.jp/
花伝抄（かでんしょう） ８６３－０４８９ 西京区嵐山西一川町５－４ https://www.hotespa.net/hotels/kadensho/
加茂川館 ２２１－４００７ 中京区三条通河原町東入ル中島町１０４ http://www.kamogawa-kan.co.jp/
からすま京都ホテル ３７１－０１１１ 下京区烏丸通四条下ル https://www.hotel.kyoto/karasuma/
川嶋旅館 ３５１－２０８９ 下京区綾小路通柳馬場西入綾材木町207-2

カンラ京都 ３４４－３８１５ 下京区烏丸通六条下る北町190 ホテル カンラ京都 https://www.hotelkanra.jp/en/
花 伝 ２１２－７０００ 中京区六角通東洞院東入ル 洛中悠庵 花伝 http://kyotokaden.jp/
奏KANADE（かなで） ７５２－００６６ 左京区岡崎法勝寺町１－２ お届けのみ可能 https://kanade-kyoto.com

加茂川荘 ４９１－１８１５ 北区小山下内河原町６ 四季倶楽部 京都加茂川荘 http://www.shikiresorts.com/institution/kyoto/kamogawaso/kamogawaso.html

禿 庵（かむろあん） ５６１－０８０２ 東山区清水４－１９７－３ http://kamuroan.jp/
要庵　西富家 ２１１－２４１１ 中京区富小路通六角下る https://www.kanamean.co.jp/
花楽 ５４１－２５２５ 東山区祇園町南側499 https://www.karaku.com/

ＫＩＺＡＳＨＩ ＴＨＥ ＳＵＩＴＥ ５５１－９６００ 東山区祇園町北側２７５ http://www.kizashi-gion.jp/
枳穀荘 ３７１－７７８１ 下京区河原町七条上ル一筋目西入 http://www.oak.dti.ne.jp/~kikokuso/
枳殻邸　別館 ３６１－７８８８ 下京区間之町通上珠数屋下る打越町317 https://kikokutei.com/
祇園　佐の ５６１－０２０６ 東山区祇園下河原鷲尾町５０４ http://www.tenawan.ne.jp/u/gionsano/sp/
ギオン 福住 ５４１－５１８１ 東山区東大路通新橋西入 https://www.gion-fukuzumi.com/
祇園　金瓢 ７０８－５１４３ 東山区古門前三吉町３３５ http://www.kinpyo.jp/
祇園の宿　杏花（きょうか） ７０８－６５７７ 東山区大和大路通四条上る二筋目東入末吉町86 https://gion-kyoka.com/
菊 水 ７７１－４１０１ 左京区南禅寺福地町３１番地 https://kyoto-kikusui.com/
其中庵（きちゅうあん） ５３３－０２１０ 東山区円山公園 https://kicyuan.com/access/
き乃ゑ ５６１－１２３０ 東山区東大路通松原上ル4丁目毘沙門町４４－８ http://kinoe.co.jp/
ギャリア・二条城京都 ３６６－５８０６ 中京区市之町180-1 https://www.garrya.com/ja/destinations/kyoto
京 家 ３５１－１７１７ 下京区不明門通塩小路上ル７１７ https://kyouya.co.jp/
京嵐山亭（きょうらんざんてい） ８６１－４０１７ 西京区嵐山西一川町２－１ http://toyota-hrkenpo.jp/health/resort_01
京いすけ ７５５－６０６４ 中京区百足屋町３７８-3 http://kyomachiya-isuke.com/
京都インギオン　1号館 ３３０－６６６6 東山区林下町435番 お届けのみ可能 https://www.kyotoinngion.com/
京都インギオン　2号館 ３３０－６８００ 東山区毘沙門町46-7 お届けのみ可能 https://www.kyotoinngion.com/
京都梅小路 花伝抄 ３１６－００７７ 下京区朱雀内畑町４１－１０ https://www.hotespa.net/hotels/umekoji_kadensho/
京都ガーデンパレス ４１１－０１１１ 上京区烏丸通下長者町上ル龍前町６０５ https://www.hotelgp-kyoto.com/
京都かまんざホテル ２０５－０８１７ 中京区釜座通二条下る上松屋町702 https://kyotokamanzahotel.jp/
京都祇園ユウベルホテル ６８１－３０００ 東山区清本町359 https://kyotogion-ublhotel.jp/
京都グランベルホテル ２７７－７３３０ 東山区大和大路通四条下ル大和町２７番 http://www.granbellhotel.jp/kyoto/
京都新阪急ホテル ３４３－５３００ 下京区塩小路通新町東入ル東塩小路町５７９ https://www.hankyu-hotel.com/hotel/hh/kyotoshh/
京都センチュリーホテル ３５１－０１１１ 下京区東塩小路町６８０ https://www.keihanhotels-resorts.co.jp/kyoto-centuryhotel/

京都第一ホテル ６６１－８８００ 南区東九条下殿田町４５ http://www.kyoto-1-hotel.jp/
京都タワーホテル ３６１－７２６１ 下京区烏丸通七条下る東塩小路町７２１－1 https://www.keihanhotels-resorts.co.jp/tower_hotel/
京都タワーホテル　アネックス ３６１－７２６１ 下京区新町通七条下ル東塩小路町５９５－１ https://www.keihanhotels-resorts.co.jp/tower_hotel_annex/index.html

京都東急ホテル ３４１－２４１１ 東山区堀川通五条下ル https://www.tokyuhotels.co.jp/kyoto-h/index.html
京都トラベラーズイン ７７１－０２２５ 左京区岡崎円勝寺町９１－2 https://www.k-travelersinn.com/
京都花ホテル ７５４－０８７０ 東山区二町目５３番１ https://www.kyotohanahotel.com/
京都東山荘（ひがしやまそう） ５２５－８２８８ 東山区清水4丁目１５９　清水坂駐車場北側 http://www.k-higashiyamaso.jp/
京都ブライトンホテル ４４１－４４１１ 上京区新町通中立売 https://www.brightonhotels.co.jp/kyoto/
京都プラザホテル ６９１－０１００ 南区西九条蔵王町２８ https://www.kyoto-plazahotel.co.jp/
京都プラザホテル 京都駅南 ６９３－９２２２ 南区東九条上御霊町５４ https://kph-minami.com/
京都・ベース四条烏丸 ３５２－１７１７ 下京区俊成町438 ホテル・京都・ベース四条烏丸 https://www.hotel-kyotobase.com/
京都堀川イン二条城前 ２１２－１１２２ 中京区東堀川通三条上る姉東堀川町78番地の1 http://www.horikawa-inn.com/
Kyoto Machiya 福音 ２１１－６００１ 中京区西六角町105-3 http://kyotomachiyas.com/ja/top/
京都ユニバーサルホテル烏丸 ６６１－６０００ 南区東九条明田町２６番地 お届けのみ可能 http://www.universal-group.co.jp/kyotokarasuma.html
京都四条高倉ﾎﾃﾙ grandereverie ３７１－００１２ 下京区高倉通四条下ル髙材木町225 http://grandereveriehotels.jp/takakura/
京都新町六角ﾎﾃﾙ grandereverie ２１１－１７７０ 中京区六角通室町西入ル玉蔵町120 http://grandereveriehotels.jp/shinmachi/
京のおおぞら ５７４－７５５７ 中京区壬生松原町４４－１ 町家小宿京のおおぞら https://machiya-oozora.com/
京のおおぞら彩華　織の宿 ５７４－７５５７ 中京区壬生松原町43-28 町家小宿京のおおぞら彩華織の宿 https://machiya-oozora.com/yado/saika/
京のおおぞら祇園　輝華 ５７４－７５５７ 東山区新門前通大和大路東入四丁目松原町276-5 町家小宿京のおおぞら祇園輝華 https://machiya-oozora.com/yado/kihana/
京のおおぞら風華　山吹 ５７４－７５５７ 下京区油小路通松原下る樋口町292 町家小宿京のおおぞら風華山吹 https://machiya-oozora.com/yado/fuka-yamabuki/
京のおおぞら風華　桔梗 ５７４－７５５７ 下京区油小路通松原下る樋口町292　北棟 町家小宿京のおおぞら風華桔梗 https://machiya-oozora.com/yado/fuka-kikyou/
京のおおぞら褒華(西邸) ９２５－６８３３ 下京区西松屋町５６６ 町家小宿京のおおぞら褒華(西邸) https://machiya-oozora.com/houka/
京のおおぞら褒華(東邸) ９２５－６８３３ 下京区西松屋町５６６ 町家小宿京のおおぞら褒華(東邸) https://machiya-oozora.com/houka/
京の宿 しみず ３７１－５５３８ 下京区七条通若宮上ル鍵屋町６４４ http://www.kyoto-shimizu.net/
京旅籠 むげん ３６６－３２０６ 上京区黒門通上長者町下ル北小大門町548-1 http://kyoto-machiya-ryokan.com/
京町屋コテージkarigane 050-5243-5926 北区紫野下門前町５２-２ https://rokushou.net/karigane/
京町家　楽遊　堀川五条 ３６６－３２１１ 下京区黒門通五条上ル柿本町590番16 https://luckyou-kyoto.com/horikawagojo/
祗をん 新門荘 ５６１－８０１１ 東山区祗園花見小路新門前 https://www.shinmonso.com/
金魚家 ４１１－１１２８ 上京区歓喜町２４３ ゲストハウス 金魚家 http://kingyoya-kyoto.com/
錦水亭 ８６１－０２１６ 右京区梅ケ畑殿畑町４０ 高雄 錦水亭 https://www.kinsuitei.com/
金波楼　 ２２１－７２３７ 中京区瀬戸屋町４６７ http://www.newkinpa.on.arena.ne.jp/
近 又 ２２１－１０３９ 中京区御幸町四条上ル https://www.kinmata.com/
ギンモンド京都 ２２１－４１１１ 中京区御池通高倉西入ル亀甲屋町５９５ ホテル ギンモンド京都 https://gimmond.co.jp/

くに荘（国家公務員共済） ２２２－００９２ 上京区河原町荒神口上る東入東桜町２７－３ ＫＫＲ京都くに荘 http://www.kuniso.com/
GOOD NATURE HOTEL KYOTO ３５２－６７３０ 下京区河原町通四条下ル2丁目稲荷町３１８番6 https://goodnaturehotel.jp/
草枕　京都河原町 ６０６－５１４７ 下京区鍋屋町241-3 お宿から駅のみ（お宿へのお届け不可） https://www.kusamakura.co.jp/
グランヴィア京都 ３４４－８８８８ 下京区鳥丸通塩小路下ルＪＲ京都駅中央口 ホテル グランヴィア京都 http://www.granvia-kyoto.co.jp/
グラン・エムズ京都　　 ２４１－２０００ 中京区河原町通三条上ル下丸屋町410-3 ホテル グラン・エムズ京都　　 http://granms.jp/
グランバッハ京都セレクト ２２１－２２１１ 下京区四条通寺町西入奈良物町３６３ ホテル グランバッハ京都セレクト https://www.grandbach.co.jp/kyoto/
グリーンリッチホテル京都駅南 ６９１－２５００ 南区東九条下殿田町3 https://greenrichhotels.jp/
グレイスヴィラ二条城 ２５７－８１００ 中京区姉小路通小川西入る宮木町460
グレイスリー京都三条北館 ２２２－１１１１ 中京区新京極通三条下ル桜之町406番地 ホテルグレイスリー京都三条北館 https://gracery.com/kyoto/
グレイスリー京都三条南館 ２２２－１１１３ 中京区六角通寺町東入桜之町420番 ホテルグレイスリー京都三条南館 https://gracery.com/kyoto/
クロスホテル京都 ２３１－８８３１ 中京区河原町通三条下る大黒町71-1 https://www.crosshotel.com/kyoto/

京王プレリアホテル京都烏丸五条 ３５２－５１１１ 下京区烏丸通松原下る五条烏丸町396 https://www.keioprelia.co.jp/kyoto/
ゲストハウス葵 090-6326-9602 左京区鹿ケ谷法然院西町26 https://www.guest-house-aoi.com/
Guesthouse KYOTO COMPASS ２０４－３２５０ 下京区西七条市部町１１５ https://compass-kyoto.jp/
月光庵　西館 ２０４－１５３８ 中京区西ノ京西月光町１８－１７ 京の宿 月光庵　西館 https://www.gekkouan.jp/
月光庵　東館 ２０４－１５３８ 中京区西ノ京西月光町１８－２０ 京の宿 月光庵　東館 https://www.gekkouan.jp/
KéFU stay&lounge ７４８－０４５６ 上京区五辻通千本東入上る桐木町880 https://ke-fu.jp/
源鳳院 ７５２－１１１０ 左京区岡崎法勝寺町７７ 山科伯爵邸　源鳳院 http://www.genhouin.co.jp/

御殿荘（ごてんそう） ７７１－４１５１ 左京区聖護院中町１５ 聖護院 御殿荘 http://www.gotenso.com/
鴻 臚（こうろ） ２２１－７８０７ 中京区堺町通六角北東角道祐町114 https://www.kohro.com/
古梅川（民宿） ７６１－４６１４ 東山区三条通古川町上ル東姉小路町414-9 http://www.koumekawa.jp/
ゴザンホテル＆サービスアパートメント東山三条 ７５４－５３１０ 東山区三町目35-7 http://gozan-hotel.com/
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THE GATE HOTEL 京都高瀬川 by HULIC ２５６－８９５５ 中京区蛸薬師通河原町東入備前島町310-2 https://www.gate-hotel.jp/kyoto/

THE HIRAMATSU(ﾋﾗﾏﾂ) 京都 ２１１－１７５１ 中京区室町通三条上る 役行者町361 https://www.hiramatsuhotels.com/kyoto/

THE BLOSSOM KYOTO ７５４－８７３５ 下京区五条通東洞院東入万寿寺町140番地2 https://www.jrk-hotels.co.jp/Kyoto/

THE HOTEL KIYOMIZU(ｷﾖﾐｽﾞ) 祇園 ６００－９０６０ 東山区大和大路東入弓矢町47番地
THE HOTEL HIGASHIYAMA by Kyoto Tokyu Hotel ３４１－２６５５ 東山区三条通白川橋東入三丁目夷町175-2 https://www.hotelhigashiyama.com/

THE POCKET HOTEL 京都四条烏丸 ２８３－１１１０ 中京区柳馬場通錦小路下る瀬戸屋町474 お届けのみ可能 https://sotetsu-hotels.com/pocket-hotel/karasuma/

THE SCREEN　（ザ･スクリーン） ２５２－１１１３ 中京区寺町丸太町下ル下御霊前町６４０－１ https://www.screen-hotel.jp/

THE THOUSAND(ｻｳｻﾞﾝﾄﾞ) KYOTO ３５４－１０００ 下京区東塩小路町570番 https://www.keihanhotels-resorts.co.jp/the-thousand-kyoto/

ザ グランリゾート エレガンテ京都 ４５１－１６００ 上京区中立売通堀川東入ル東橋詰町６６－３ お届けのみ可能 http://www.granresort.jp/gr-member/hotel/kyoto/

ザ・プリンス 京都宝ヶ池 ７１２－１１１１ 左京区岩倉幡枝町1092-2 https://www.princehotels.co.jp/kyoto/

ザ ロイヤルパークホテルアイコニック京都 ２４１－１１１０ 中京区東洞院通御池上ル船屋町420 https://www.the-royalpark.jp/ic/kyoto/

ザ ロイヤルパークキャンバス京都二条 ８１１－１１１２ 中京区西ノ京職司町22-7 https://www.the-royalpark.jp/canvas/kyotonijo/

ザ ロイヤルパークホテル京都梅小路 ３５４－１１１１ 下京区観喜寺町９－３ https://www.the-royalpark.jp/the/kyotoumekoji/
ザ ロイヤルパークホテル京都三条 ２４１－１１１１ 中京区三条通河原町東入ル中島町74 https://www.the-royalpark.jp/the/kyotosanjo/

ザ ロイヤルパークホテル京都四条 ３５１－１１１１ 下京区烏丸通仏光寺上ル二帖半敷町668 https://www.the-royalpark.jp/the/kyotoshijo/

ザセレスティン京都祇園 ５３２－３１１１ 東山区八坂通東大路西入る小松町572 ホテルザセレスティン京都祇園 https://www.celestinehotels.jp/kyoto-gion/

ザ・ホテル青龍 京都清水 ５３２－１１１１ 東山区清水二丁目204-2 https://www.princehotels.co.jp/seiryu-kiyomizu/

ザ・リッツ・カールトン京都 ７４６－５５５５ 中京区鴨川二条大橋畔 https://www.ritzcarlton.com/jp/hotels/japan/kyoto

ザ ・ワンファイブ・京都四条 ０５７０－６６６－８１５ 下京区四条通堀川西入唐津屋町535 お届けのみ可能 https://www.hakatahotels.co.jp/theonefivekyotoshijo/

嵯峨グレースホテル ８６１－１１１１ 右京区嵯峨新宮町６－１ http://www.saga-grace.com/

嵯峨野 ８６１－１４４８ 右京区嵯峨釈迦堂門前南中院町18 民宿

坂の上 ５６１－１１４８ 東山区祇園下河原鷲尾町５０２ https://sakanoue.net/

坂のホテル京都 ５６１－００６１ 東山区清水４－２００ https://www.saka-hotel.com/

さくら　うるし邸 ３４３－０００３ 下京区吉文字町４２５ 京町家旅館 さくらうるし邸 http://www.kyoto-ryokan-sakura.com/urushi/

さくら　本願寺 ３４３－３５００ 下京区油小路花屋町下る仏具屋町２２８-2 京町家旅館 さくら本願寺 https://www.kyoto-ryokan-sakura.com/sakura/home_jp/

サクラテラス ６９２－１１１２ 南区東九条烏丸町１－１ https://www.sakuraterrace.jp/

サクラテラス ザ・アトリエ ６９３－８５８８ 南区東九条北烏丸町１－１ https://www.sakuraterrace-atelier.jp/

サクラテラス ザ・ギャラリー ６７２－０００２ 南区東九条上殿田町３９番地 https://www.sakuraterrace-gallery.jp/

さと茂旅館（さとも） ３７１－６２４５ 下京区木津屋橋通室町西入ル東塩小路町５７９ http://www.satomo.co.jp/policy/index.html

さわや本店 ７６１－４１４１ 左京区聖護院川原町２５　 旅館 さわや本店 https://sawaya.kyoto/

三 賀（さんが） ２４１－３２５１ 中京区富小路通三条下ル朝倉５２６ https://www.ryokan-sanga.co.jp/

さんき旅館 ３５１－６３３９ 下京区西新屋敷下之町２９

三千院の里 ７４４－３８４８ 下京区大原来迎院町１４８

三千院道　 ７４４－２６２６ 下京区大原来迎院町２１８ 民宿

三塔庵 ５４１－２７３３ 東山区清閑寺霊山町１９ https://www.santouan.com/

サンメンバーズ京都嵯峨 ８８２－８７７１ 右京区嵯峨広沢南野町２７－１ https://rt-clubnet.jp/hotels/smc/k_saga/

佐野家 ３７１－２１８５ 下京区東洞院通七条下ル二丁目東塩小路町５３９番地 ホテル佐野家 https://www.sanoya.net/

sequence KYOTO GOJO ３４３－００３１ 下京区五条烏丸町 409 お届けのみ可能 https://www.sequencehotels.com/kyoto-gojo/

ジスコホテル京都御所西 ４４１－８００１ 上京区下立売通烏丸西入五町目町177-1 http://jisco-group.net/jhk/

静鉄ホテルプレジオ京都烏丸御池 ７４１－６０７１ 中京区車屋町通御池上る塗師屋町339番地 https://www.hotel-prezio.co.jp/kyoto-karasumaoike/

静鉄ホテルプレジオ京都四条 ７４１－７８９１ 中京区西洞院通錦小路上る古西町４５２ https://www.hotel-prezio.co.jp/kyoto-shijo/

シタディーン京都 烏丸五条 ３５２－８９００ 下京区五条通烏丸東入松屋町４３２ https://www.citadines.com/ja/japan/kyoto/citadines-karasuma-gojo-kyoto.html

紫明荘　 ２３１－０２５７ 北区出雲路俵町５２－８ 島津製作所共済会紫明荘

シャトレーイン京都 ２２３－４８００ 中京区御池通西洞院東入ル橋之町７４５－１ http://www.chatelet.jp/

シャンブルドット ルブラン ４６３－１１１８ 右京区鳴滝本町１１０－５ 旧ﾙﾌﾞﾗﾝﾍﾟﾝｼｮﾝ宇多野 https://kazu82.wixsite.com/leblanc
秀仙閣 ３４１－４１７１ 下京区木屋町四条下ル齋藤町１１９ http://www.klb.co.jp/hotel/

白河院 ７６１－０２０１ 左京区岡崎法勝寺町１６動物園北側 京都 白河院 https://www.hotelgp-kyoto.com/shirakawain/

白 梅（しらうめ） ５６１－１４５９ 東山区祗園新橋白川畔 https://www.shiraume-kyoto.jp/

スーパーホテル京都・烏丸五条 ３４３－９０００ 下京区烏丸通五条下る大坂町３９６番３ http://www.superhotel.co.jp/s_hotels/karasuma/karasuma.html

スーパーホテル京都・四条河原町は取扱い不可

ステーション京都　西館 ３４３－５０００ 下京区七条通烏丸東入ルまうや町２００ ホテルステーション京都 西館 http://www.hotel-st-kyoto.com/west_top.html
ステーション京都　本館 ３６５－９０００ 下京区東洞院通七条上ル飴屋町２６0 ホテルステーション京都 本館 http://www.hotel-st-kyoto.com/main_top.html
寿栄屋 ５６１－４１１２ 東山区祗園下河原町石塀小路 http://www.kyoto-sueya.com/

スマイルホテル京都四条 ３７１－０９４1 下京区四条西洞院西入ル傘鉾町５９・６１ http://www.smile-hotels.com/kyotoshijo/

すみのくら(出版健保京都保養所) ８８２－２２４８ 右京区嵯峨天竜寺造路町３０－１１ http://www.phia.or.jp/member/resort/suminokura.html

炭屋旅館 ２２１－２１８8 中京区麩屋町三条下白壁４３１ http://www2.odn.ne.jp/sumiya/

晴鴨楼（せいこうろう） ５６１－０７７１ 東山区問屋町通五条下ル三丁目西橘町４６７ http://www.seikoro.com/

芹 生（せりょう） ７４４－２３０１ 左京区大原三千院畔勝林院町２２ https://www.seryo.co.jp/index.html

相鉄フレッサイン京都駅八条口 ２８４－０２０３ 南区東九条西山王町１１番地 お届けのみ可能 https://sotetsu-hotels.com/fresa-inn/hachijo/

相鉄フレッサイン京都清水五条 ７４１－６２０３ 下京区五条通堺町西入塩竈町３９１－１ お届けのみ可能 https://sotetsu-hotels.com/fresa-inn/kiyomizugojo/

相鉄フレッサイン京都四条烏丸 ２８４－２０３１ 下京区綾小路通烏丸西入童侍者町１６０番地 お届けのみ可能 https://sotetsu-hotels.com/fresa-inn/karasuma/

ソラリア西鉄ホテル京都プレミア ７０８－５７５７ 中京区木屋町通三条上る上大阪町５０９番地 https://nnr-h.com/solaria/kyoto_p/

そわか ５４１－５３２３ 東山区下河原通八坂鳥居前下ﾙ清井町480 https://sowaka.com/
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旅　館　名 ℡ 住　　　所 備　　考 ＨＰ
ダース旅館（町家レジデンスイン） ３６５－５１１０ 下京区笹屋町２７０

ダーワ・悠洛京都 ３６６－５８００ 東山区三条通大橋東入大橋町84 https://www.dhawa.com/jp/dhawa-yura/yura.html

大心院　（宿坊） ４６１－５７１４ 右京区花園妙心寺町５７　　妙心寺内 https://www.daishinin.com/

ダイヤモンド京都ソサエティー ２５６－３２４７ 中京区中筋通竹屋町上ル末丸町5４１ https://www.diamond-s.co.jp/kyoto/

だいや旅館 ３７１－３９８７ 下京区下珠数屋町通東洞院東入飴屋２６３ http://daiyainn.gooside.com/

ダイワロイネットホテル京都駅前 ３４４－３０５５ 下京区烏丸通七条下る東塩小路町707-2 https://www.daiwaroynet.jp/kyoto-ekimae/

ダイワロイネットホテル京都四条烏丸 ３４２－１１６６ 下京区烏丸通仏光寺下ル大政所町６７８ https://www.daiwaroynet.jp/kyoto-shijo/

ダイワロイネットホテル京都テラス八条東口 ６８２－０８５５ 南区東九条東山王町14-1 https://www.daiwaroynet.jp/kyoto-terrace/

ダイワロイネットホテル京都八条口 ６９３－００５５ 南区東九条北烏丸町９－２ https://www.daiwaroynet.jp/kyoto-hachi/

ダイワロイネットホテルグランデ京都 ９５０－６１８６ 南区東九条西岩本町15 https://www.daiwaroynet.jp/kyoto-grande/

高雄観光ホテル ８７１－２９９１ 右京区梅ヶ畑高雄町５番地 http://takaokanko-hotel.com/

たき川イン ３５１－２９８３ 下京区東洞院通正面上ル筒金町４６－１

たき川旅館　本館 ３５１－７０４０ 下京区東洞院通花屋町角 http://takigawa-ryokan.jp/

竹 谷 ５６１－２５４２ 東山区下河原通八坂鳥居前下る下河原480

タッセルホテル三条白川 ７７１－０７７５ 東山区大井手町１０３-３ https://www.tasselhotel.jp/

田 鶴 ３４１－３３７６ 下京区木屋町通松原上る美濃屋町179-1 http://www.tazuru.com/

たまみ ３４１－０００７ 下京区二ノ宮町通七条上る下二之宮町439 京都鴨川のお宿 https://www.kyoto-tamami.com/

俵屋旅館 ２１１－５５６６ 中京区麩屋町通姉小路上ル中白山町278

チェックイン四条烏丸 ２５２－５１００ 中京区手洗水町６５４番地２ ホテルチェックイン四条烏丸 http://www.checkin.co.jp/shijo-karasuma/
チサンスタンダード京都堀川五条 ８１３－８１１１ 下京区柿本町575 https://www.solarehotels.com/hotel/kyoto/cs-kh/

智積院会館 ５４１－５３６３ 東山区東大路七条下ル東瓦町９６４ https://chisan.or.jp/lodging/

千 鳥 ３５１－７６２８ 下京区上枳殻馬場通河原町西入八軒町４59-10

茶 谷　 ７４４－２９５２ 左京区大原草生町１６０ 旅荘茶谷 https://momochan2525.on.omisenomikata.jp/

長楽館　 ５６１－０００１ 東山区八坂鳥居前東入円山町604　　 http://www.chourakukan.co.jp/

TSUKIMI HOTEL(ツキミホテル） ５３２－２６６０ 東山区月見町21 https://tsukimi-hotel.com

東急ステイ京都三条烏丸 ２２１－０１０９ 中京区両替町通姉小路下る柿本町392番 https://www.tokyustay.co.jp/hotel/KR/

東急ハ－ヴェストクラブ京都鷹峯＆VIALA ４９１－０１０９ 北区衣笠鏡石町４７ http://www.harvestclub.com/Un/Hotel/Kg/index.html

東急バケーションズ京都 ７５２－１０９０ 東山区三条通白川橋西入今小路町92-1 https://www.tokyu-vacations.com/facilities/kyoto/

陶月 ２３１－１２３８ 中京区間ノ町二条上ル夷町５８４ http://tougetsu.bookkyotohotels.com/ja/

東横INN京都五条大宮 ３５２－１０４５ 下京区大宮通五条下る２丁目西側中堂寺前町５０２－５ http://www.toyoko-inn.com/hotel/00233/index.html

東横INN京都五条烏丸 ３４４－１０４５ 下京区烏丸通松原下る五条烏丸町３９３ http://www.toyoko-inn.com/hotel/00040/index.html

東横INN京都四条大宮 ８０３－１０４５ 中京区壬生坊城町６－２ http://www.toyoko-inn.com/hotel/00027/index.html

東横INN京都四条烏丸 ２１２－１０４５ 下京区四条通烏丸東入ル長刀鉾町２８ http://www.toyoko-inn.com/hotel/00053/index.html

ドーミーインPREMIUM京都駅前 ３７１－５４８９ 下京区東塩小路町５５８－８ https://www.hotespa.net/hotels/kyoto/

十四春（としはる） ３４１－５３０１ 下京区諏訪町通り松原下ル弁財天町３２６ http://www.14haru.com/

渡月亭 ８７１－１３１０ 西京区嵐山中尾下町５４－４ http://www.togetsutei.co.jp/

とも栄旅館 ４４１－５６７１ 上京区中立売通浄福寺東入新桝屋町４２７

都 和 ３７１－５４２１ 下京区東中筋通七条上がる文覚町３９５ なごみ宿 都和 https://www.towa-ryokan.jp/

Nazuna(ナズナ) 京都 椿通 ７４８－０４０２ 下京区高辻通大宮西入坊門町838 https://www.nazuna.co/ja

南禅会館 ７７１－２８４６ 左京区南禅寺福地町８６ https://www.nanzenji.or.jp/nanzen-kaikan

南禅寺倶楽部 ７５２－３２１１ 左京区南禅寺福地町２７ 京都南禅寺倶楽部

NISHIYAMA RYOKAN（西山旅館） ２２２－１１６６ 中京区御幸町二条下ル山本町４３３ https://www.kyoto-nishiyama.com/

西喜楼旅館 ３７１－１１２３ 下京区不明門通七条下ル東塩小路町７１１－７ http://nishikiro.sakura.ne.jp/

西陣荘 ４４１－６８６０ 上京区元誓願寺通り堀川東入西町４５８ 宿屋西陣荘 https://nishijinso.com/

日昇館尚心亭 ７６１－８１１１ 東山区三条通大橋東入２-５７・62 http://nishokan.com/

日昇別荘 ２２１－７８７８ 中京区三条通富小路西入る中之町１３ http://nissho-besso.com/

日本館 ３７１－３１２５ 下京区烏丸通七条下ル東塩小路町６９６－１ http://home.h07.itscom.net/nihonkan/

布屋 ２１１－８１０９ 上京区油小路丸太町上る米屋町２８１ 小宿布屋 http://www.nunoya.net/

ネストホテル京都四条烏丸 ３４１－２０１１ 下京区山王町551 お届けのみ可能 https://www.nesthotel.co.jp/kyotoshijokarasuma/
合歓（ねむ）の旅籠　嵐山 ８７２－５２２３ 西京区嵐山中尾下町8 旧嵐山保養所 https://www.nakamacloud.com/asahi/index.asp?patten_cd=12&page_no=5

然林房（ねんりんぼう） ４９１－２２３１ 北区鷹峯北鷹峯町４０番地 http://www.nenrinbo.com/

ノク京都 ２２１－０２２２ 中京区烏丸通丸太町下ル大倉町２０５－１ https://www.nokuhotels.com/kyoto/ja/contact-us/

nol kyoto sanjo ２２３－０１９０ 中京区堺町通姉小路下る大阪材木町700番 https://www.nolhotels.com/kyoto-sanjo/

node hotel ２２１－８８００ 中京区西洞院四条上ル蟷螂山町461 https://nodehotel.com/

NOHGA HOTEL KIYOMIZU KYOTO ３２３－７１２０ 東山区五条橋東4丁目450番1号 https://nohgahotel.com/kiyomizu/
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旅　館　名 ℡ 住　　　所 備　　考 ＨＰ
パークハイアット京都 ５３１－１２３４ 東山区高台寺桝屋町３６０ https://www.hyatt.com/ja-JP/hotel/japan/park-hyatt-kyoto/itmph

パークホテル京都御池 ７４４－６８２１ 中京区衣棚通御池北東角西横町180 https://www.parkhotelgroup.com/jp/kyoto/park-hotel-kyoto/

ハートンホテル京都 ２２２－１３００ 中京区東洞院通御池上ル船屋町４０５　　 https://www.hearton.co.jp/hotel/kyoto
ハイアットリージェンシー京都 ５４１－１２３４ 東山区三十三間堂廻り６４４番地２ https://kyoto.regency.hyatt.com/ja/hotel/home.html
ハトヤ瑞鳳閣 ３６１－１２３１ 下京区西洞院通塩小路下ル南不動堂町８０２ 京湯元ハトヤ瑞鳳閣 https://www.kyoto-hatoya.jp/

花 筏（はないかだ） ８６１－０２２８ 西京区嵐山中尾下町５７ http://www.hanaikada.co.jp/
花園会館 ４６１－６８５７ 右京区花園木辻北町１－５ http://www.hanazonokaikan.com/
花のいえ（公立学校共済嵐山保養所） ８６１－１５４５ 右京区嵯峨天龍寺角倉町９ https://hananoie.gr.jp/
花屋旅館 ３５１－４３９８ 下京区西木屋町四条下ル船頭町２０１

(旅館)花屋 ３５１－０８７０ 下京区仏光寺通西洞院西入木賊山町１８０－１ http://www.hana-ya.info/
はりま屋 ７５１－９８１０ 左京区聖護院川原町１１　京大病院前

BnA Alter Museum(ﾋﾞｰｴﾇｴｰｵﾙﾀｰﾐｭｰｼﾞｱﾑ) ７４８－１２７８ 下京区天満町２６７－１ https://bnaaltermuseum.com/bar-cafe-shop/
ピースホステル京都 ６９３－７０７７ 南区東九条東山王町２１－１ http://www.piecehostel.com/kyoto/jp/index.html
ピースホステル三条 ７４６－３６８８ 中京区富小路通三条下る朝倉町５３１ http://www.piecehostel.com/sanjo/jp/
柊家旅館 ２２１－１１３６ 中京区麩屋町姉小路上ル中白山町 https://www.hiiragiya.co.jp/about/
柊家別館 ２３１－０１５１ 中京区御幸町二条下がる https://www.hiiragiya.co.jp/bekkan/
ビスタプレミオ京都 ２５６－５８８８ 中京区河原町通六角西入ル松ヶ枝町457 ホテルビスタプレミオ京都 https://kyoto-kawaramachi.hotel-vista.jp/ja
ビスタプレミオ京都 和邸(なごみてい) ２５２－１６６６ 中京区新町通六角下ル六角町371 ホテルビスタプレミオ京都 和邸 https://kyoto-nagomitei.hotel-vista.jp/ja
ビナリオ嵯峨嵐山 ８７１－９７１１ 右京区嵯峨天龍寺広道町３－４ ホテルビナリオ嵯峨嵐山 https://hotel-binario.jp/arashiyama/
ひふみ旅館 ３７１－１２３８ 下京区東塩小路町７１１ 不明門通七条下る http://www.kyoto-hifumi.co.jp/
百万遍Ｃｒｏｓｓ ７０８－２５２３ 左京区田中大堰町157 ゲストハウス百万遍Ｃｒｏｓｓ https://www.gh100manben.jp/
平 新 ２２１－０１２１ 中京区蛸薬師通高倉西入 http://www.hirashin.co.jp/
ヒルトン・ガーデン・イン京都四条烏丸 ３２０－５１１１ 下京区烏丸通松原下ル五条烏丸町３９７ https://hiltongardeninn-kyoto.hiltonjapan.co.jp/

フォーシーズンズホテル京都 ５４１－８２８８ 東山区妙法院前側町４４５－３ https://www.fourseasons.com/jp/kyoto/
フォションホテル京都 ７５１－７７１１ 下京区河原町通松原下ル難波町406 https://www.hotelfauchonkyoto.com/
藤家旅館 ３５１－３８９４ 下京区不明門通七条下ル東塩小路町７３５ http://fujiyaryokan.com/
プチホテル京都　（Ｐ） ４３１－５１３６ 上京区元伊佐町２８１ http://www.ph-kyoto.co.jp/
ふふ京都 ７５４－３３２３ 左京区南禅寺草川町41 https://www.fufukyoto.jp/

平安坊 ３５１－０６５０ 下京区鳥丸通七条下る西入東塩小路町７２５ 京の宿 平安坊 https://kyoto-heianbou.jp/
平安の森京都 ７６１－３１３０ 左京区岡崎東天王寺町５１ ホテル平安の森京都 https://www.hmi-ryokan.jp/heiannomori/
平八茶屋 ７８１－５００８ 左京区山端川岸町８－１ 山ばな平八茶屋 https://www.heihachi.co.jp/
ベッセルホテルカンパーナ京都五条 ３５３－１０００ 下京区東洞院通五条下る下万寿寺町４９８番地 https://www.vessel-hotel.jp/campana/kyoto/
ペンション北白川 ７２１－５２９０ 左京区北白川上別当町５ http://web.kyoto-inet.or.jp/people/yotto/

ペンション祇園 ５２５－２１５２ 東山区花見小路下ル安井小松町５６２ http://www.gion-souen.com/index.html
ペンションマインドゲーム ８７１－３９００ 右京区嵯峨天龍寺車道町４８－５ https://www.mind-games.jp/
変なホテル京都　八条口駅前 050-5576-8390 南区東九条東山王町15 お届けのみ可能 https://www.hennnahotel.com/kyoto-hachijoguchi/

ポイントバケーション京都岡崎 ７５４－０７８０ 左京区岡崎円勝寺町１５４ https://stayle.jp/kyoto/index.html
星のや京都 ８７１－０００１ 西京区嵐山元録山町１１－２ https://hoshinoya.com/kyoto/
ホテル CANATA KYOTO ２５６－１１８１ 中京区堀川通二条下ル土橋町14-1 https://www.hotel-canata.com/ja/
ホテル KADO GOSHO-MINAMI KYOTO ２２３－３３８０ 中京区烏丸通竹屋町上る大倉町206番 https://hotel-kado.com/
ＨＯＴＥＬ ＫＵＵ ＫＹＯＴＯ ３４１－３０３０ 下京区不明門通正面下る卓屋町５８番地 http://hotelkuu.jp/
HOTEL  THE  MITSUI  KYOTO ４６８－３１００ 中京区油小路通二条下る二条油小路町284 https://www.hotelthemitsui.com/ja/kyoto/
ホテル 嵐山 ８６４－２５８８ 西京区嵐山上河原町１番地３ https://bha.jp/
ホテル アルザ京都 ５６１－１０３３ 東山区大和大路通り三条下る3丁目弁財天町33 http://www.hotel-alza.jp/
ホテル アンテルーム 京都 ６８１－５６５６ 南区東九条明田町７番 https://hotel-anteroom.com/
ホテル・アンドルームス京都七条 ３５３－５７００ 下京区夷之町730 https://www.hotel-androoms.com/aks/
ホテル インターゲート京都四条新町 ２５５－２２２１ 中京区新町通錦小路上る百足屋町387 https://www.intergatehotels.jp/kyoto_shijo/
ホテル ヴィスキオ京都 by GRANVIA ２８０－１１１１ 南区東九条上殿田町44番地1 https://www.hotelvischio-kyoto.jp/
ホテル 呉竹荘　京都清水五条 ５５１－３４１１ 東山区芳野町79-2 http://www.kuretake-inn.com/kyoto/
ホテル京阪 京都駅南 ６９２－０３２１ 南区東九条室町55番地 https://www.hotelkeihan.co.jp/kyoto-e/
ホテル京阪 京都グランデ ６６１－０３２１ 南区東九条西山王町31 https://www.hotelkeihan.co.jp/kyoto/
ホテル京阪 京都八条口 ６６２－０３２１ 南区東九条南山王町5-1 https://www.hotelkeihan.co.jp/kyoto-h/
ホテル ささりんどう ５４１－７１７７ 東山区祇園町南側５７０－１０２ http://www.sasarindou.jp/
hotel tou nishinotoin kyoto ７４４－０１４４ 下京区西洞院通花屋町下る西洞院町455 https://hotel-tou.com/
ホテル 日航プリンセス京都 ３４２－２１１１ 下京区烏丸高辻東入高橋町６３０番地 https://www.princess-kyoto.co.jp/
ホテル 法華クラブ京都 ３６１－１２５１ 下京区東塩小路町５７９－１６ https://www.hokke.co.jp/kyoto/
ホテル 本能寺　 ２３１－３１２３ 中京区寺町通御池下ル下本能寺前町５２２番地 https://www.honnoji.co.jp/
ホテル マイステイズ京都四条 ２８３－３９３９ 下京区四条通油小路東入ル傘鉾町５２ https://www.mystays.com/hotel-mystays-kyoto-shijo-kyoto/

ホテル モントレ京都 ２５１－７１１１ 中京区烏丸通三条下ル饅頭屋町604 https://www.hotelmonterey.co.jp/kyoto/
Hotel 侑楽 京八坂 ５２５－４０００ 東山区鷲尾町５２８ https://www.hotel-yuraku.com/
ホテル リングス京都 ７４６－２９２０ 中京区堺町通六角下る甲屋町393番地 https://hotel-rings.com/
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旅　館　名 ℡ 住　　　所 備　考 ＨＰ
ますや旅館 ７７１－３０６６ 左京区新麩屋町通仁王門下ル大菊町１４５ https://kyoto-masuya.com/
松井別館　花かんざし ２２１－６６８８ 中京区六角通高倉東入ル堀之上町１２６ http://www.matsui-hanakanzashi.com/
松井本館 ２２１－３５３５ 中京区柳馬場通六角下ル井筒屋町４０５ http://www.matsui-inn.com/
(旅館）松亀 ３７１－６７３９ 下京区不明門通り塩小路上ル東塩小路町 http://matsukame-kyoto.com/
松葉家　旅館 ３５１－３７２７ 下京区上珠数屋町通東洞院西入上数珠屋町３２９ http://www.matsubayainn.com/
松葉屋　旅館 ４５１－１１３９ 上京区下立売通堀川東入東橋詰町１７３

松本旅館 ３７１－２６２２ 下京区塩小路通り烏丸西入る東塩小路町５７９番地 http://matsumoto.kyoto-ekimae.com/
MALDA Kyoto ６０６－５３８５ 中京区堺町通御池下る丸木材木町684 https://www.maldakyoto.com/about-hotelmalda
丸家 ７６１－３１６１ 左京区聖護院川原町２番地　京大病院前 旅館 丸家 http://ryokanmaruya.com/
萬治郎 ５５１－５０１０ 東山区清水二丁目２０８－１７ 宿や 萬治郎 https://kiyomizu-manjiro.com/

MIMARU京都 堀川六角 ５８５－５５１６ 中京区堀川通六角下る壺屋町249 https://mimaruhotels.com/ja-jp/horikawarokkaku/
MIRU KYOTO NISHIKI ５８５－５８０８ 中京区柳馬場通六角下る井筒屋町424番地 https://mirucollection.com/mirukyoto/ja/home-3-3/
三木半 ２２１－５１８９ 中京区六角麩屋町角 http://www.mikihan.com/
三井ガーデンホテル 京都駅前 ３５３－３１３５ 下京区東塩小路町848番 https://www.gardenhotels.co.jp/kyoto-station/
三井ガーデンホテル 京都河原町浄教寺 ３５４－１１３１ 下京区寺町通四条下る貞安前之町620番 https://www.gardenhotels.co.jp/kyoto-kawaramachi-jokyoji/

三井ガーデンホテル 京都三条 ２５６－３３３１ 中京区三条通烏丸西入御倉町８０番 https://www.gardenhotels.co.jp/kyoto-sanjo/
三井ガーデンホテル 京都四条 ３６１－５５３１ 下京区西洞院通四条下ル妙伝寺町７０７－１ https://www.gardenhotels.co.jp/kyoto-shijo/
三井ガーデンホテル 京都新町 別邸 ２５７－１１３１ 中京区新町通六角下る六角町３６１番 https://www.gardenhotels.co.jp/kyoto-shinmachi/
三 福 ２２１－５６９６ 中京区先斗町三条下ル若松町１４０ 京のお宿 三福 https://www.kyoto-mifuku.jp/
宮川町 ほとり ２８６－８４６８ 東山区宮川筋４丁目３２２－２ https://www.hotori.kyoto/
都シティ 近鉄京都駅 ６９２－２１１１ 下京区東塩小路釜殿町1-9 お届けのみ　元ホテル近鉄京都駅 https://www.miyakohotels.ne.jp/kyoto-station/index.html

都ホテル 京都八条 ６６１－７１１１ 南区西九条院町17 元 新都ホテル https://www.miyakohotels.ne.jp/kyoto-hachijo/
妙顕寺　 ４１４－０８０８ 上京区妙顕寺前町５１４ 宿坊 https://www.shikaishodo-myokenji.org/
妙心寺 東林院 ４６３－１３３４ 右京区花園妙心寺町５９

妙心寺 春光院 ４６２－５４８８ 右京区花園妙心寺町４２

妙蓮寺　 ４５１－３５２７ 上京区妙蓮寺前町８７５ 宿坊 http://myorenji.or.jp/index.php

Ｍｕｍｅ ５２５－８７８７ 東山区新門前通梅本町２６１ https://www.hotelmume.jp/main.html
MUNI KYOTO ８６３－１１１０ 右京区嵯峨天龍寺芒ノ馬場町３番 https://muni-kyoto.com/jp/
結庵 嵐山（むすびあん） ６０６－５１１１ 西京区嵐山中尾下町５１

紫 ５４１－７００４ 東山区祇園町南側５７０－７ 旅館 紫

紫野ゲストハウス 080-5342-4294 北区紫野門前町44-10

室町ゆとね ３４２－６２２６ 下京区室町新町の間松原下る徳万町１９９番地 https://www.m-yutone.com/

メルキュール京都ステーション ３４３－５５３３ 下京区油小路町２８８ https://www.mercure-kyoto-station.com/ja/

MOGANA(ﾓｶﾞﾅ) ６０６－５２８１ 中京区小川通御池下る壺屋町450 https://yadomogana.com/
元奈古 ５６１－２０８７ 東山区高台寺ねねの道鷲尾町５１１ 旅館 元奈古 http://www.motonago.com/
もみぢ家 ８７１－１００５ 右京区梅ヶ畑西ノ畑町２ https://www.momijiya.jp/honkan/index.html
もみぢ家別館 ８８１－３２１１ 右京区梅ヶ畑高雄 https://www.momijiya.jp/hanare/index.html
聞法(もんぼう)会館 ３４２－１１２２ 下京区堀川通花屋町上る柿本町６００番地１ http://monbou.jp/

八坂ゆとね ５３３－６２２６ 東山区下河原通高台寺下ル南町４１３番地 京小宿 八坂ゆとね https://www.kyokoyado.com/
八千代 ７７１－４１４８ 左京区南禅寺福地町３４ http://www.ryokan-yachiyo.com/
やまざき ８８１－２３０３ 右京区梅ヶ畑高鼻町１３　 https://ryokan-yamazaki.com/
山田屋旅館 ３７１－３１２７ 下京区不明門通正面上ル亀町６ https://yamadayaryokan.com/
やまと ５２５－１００７ 東山区大和大路通 正面下る大和大路2-537-1 旅館 やまと

山茂登旅館（やまもと） ５６１－０７８７ 東山区五条橋東３－４１２ https://www.yamamotoryokan.com/

遊行庵（ゆぎょうあん） ５３２－２７７０ 東山区東大路通四条下ル祇園町南側531 長楽寺宿坊 遊行庵

柚子屋旅館 一心居 ５３３－６３６９ 東山区祗園町八坂神社南隣545番地 http://yuzuyaryokan.com/
湯の宿 松栄（しょうえい） ３５１－４０８４ 下京区西新屋敷上之町128 http://www.yunoyadosyouei.jp/

吉 今 ５６１－２６２０ 東山区新門前通大和大路東入西之町229-2 祇園 吉今 https://www.yoshi-ima.co.jp/

吉 川 ２２１－５５４４ 中京区富小路通り御池下ル 天ぷら 吉川 http://www.kyoto-yoshikawa.co.jp/#
吉田山荘 ７７１－６１２５ 左京区吉田下大路町５９－１　 https://www.yoshidasanso.com/
吉 水 ５５１－３９９５ 東山区円山公園弁天堂上 お宿 吉水 http://www.yoshimizu.com/index.html
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旅　館　名 ℡ 住　　　所 備　　考 ＨＰ
LA VIOLA ３６６－３００９ 下京区大宮通松原上る高辻大宮町138番地 http://www.la-viola.jp/
洛風荘　 ７７１－１０１８ 左京区岡崎法勝寺町５８ NHK京都保養所

らんざん ８６４－００８８ 右京区嵯峨天龍寺芒ノ馬場町３３ ご清遊の宿 らんざん http://www.kyoto-ranzan.jp/

ザ・リッツ・カールトン京都 ７４６－５５５５ 中京区鴨川二条大橋畔 https://www.ritzcarlton.com/jp/hotels/japan/kyoto
リーガグラン京都 ６６２－１１２１ 南区東九条西山王町1番地 https://www.rihga.co.jp/gran-kyoto/
リーガロイヤルホテル京都 ３４１－１１２１ 下京区東堀川通り塩小路下ル松明町１番地 https://www.rihga.co.jp/kyoto
リヴェルト京都鴨川 ２５１－２５５０ 上京区青龍町202 https://rivertekyoto.com/
リオンドール ２５６－１３５５ 中京区東堀川通夷川上ル シティペンションリオンドール

リソル京都河原町三条 ２５５－９２６９ 中京区河原町通三条下る大黒町59-1 ﾎﾃﾙリソル京都河原町三条 https://www.resol-kyoto-k.com/
リソル京都四条室町 ３６５－９２６９ 下京区室町通高辻上る山王町554 ﾎﾃﾙリソル京都四条室町 https://www.resol-kyoto-s.com/
リソルトリニティ京都御池麩屋町 ２１１－９２６９ 中京区麩屋町通御池上る上白山町249 ﾎﾃﾙリソルトリニティ京都御池麩屋町 https://www.resol-kyoto-o.com/
リノホテル京都 ３１６－１２００ 右京区西院三蔵町１７ http://rhino.co.jp/
リバーサイド嵐山 ２０５－５３２３ 西京区嵐山中尾下町１０ https://riverside-arashiyama.jp/
龍 吟（りゅうぎん） ５４１－５３１９ 東山区下河原町４６３－１２ 京都石塀小路 龍吟 http://www.kyoto-ryugin.com/

旅庵 花月　　 ２１２－７１００ 中京区六角通東洞院東入ル http://kyotokazuki.jp/
旅館 若みや ３５３－７５０１ 下京区七条通西洞院東入夷之町７０１番地 http://www.kyoto-wakamiya.net/
緑風荘 ３４１－７２０１ 下京区西洞院通り六条上ル金屋町４９０ https://ryokufuso.jp/
旅亭 嵐月 ８６５－２０００ 右京区嵯峨天龍寺芒ノ馬場町７番地 http://www.rangetsu.jp/index2.html
リブマックス京都駅前 ３５４－７１００ 下京区夷之町７１３ お届けのみ https://www.hotel-livemax.com/kyoto/kyotost/
リブマックス京都五条 ３４１－１１７３ 下京区猪熊通り五条西入柿本町６９８－２ お届けのみ https://www.hotel-livemax.com/kyoto/gojo/
リブマックス京都二条城北 ８２３－７７５０ 上京区左馬松町７７５番 お届けのみ https://www.hotel-livemax.com/kyoto/nijo-jo-kita/
リブマックス京都鴨川前 ３５３－４４００ 下京区六軒通高瀬川筋東入早尾町１６１ お届けのみ https://www.hotel-livemax.com/kyoto/kamogawamae/

六波羅屋 ５３１－２７７６ 東山区竹村町１４７ 京都東山 民宿 六波羅屋

ロイヤルツインホテル京都八条口 ６８１－５６７８ 南区東九条室町４６－２ お届けのみ https://www.rthk.jp/

和順会館 ２０５－５０１３ 東山区林下町４００-２  知恩院 和順会館 https://www.wajun-kaikan.jp/
綿善旅館 ２２３－０１１１ 中京区井筒屋町４１３ 京の宿 綿善旅館 https://www.watazen.com/
和楽庵 ７７１－５５７５ 左京区聖護院山王町１９－２ 京都 ゲストハウス 和楽庵 https://gh-project.com/map.html
倭乃里　京都ミュゼ ５３３－０３１０ 東山区大黒町通り松原下る1丁目北御門町276番地 お届けのみ http://wanosatomusee.jp/
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取り扱い不可リスト

京都市北区の貴船・鞍馬地区全域

京都市伏見区全域
（但し、アーバンホテル京都のみ、お取り扱い可能）

京都市山科区全域

京都市西京区　嵐山地区のみお取り扱い可能

亀岡市　湯の花地区のお宿、及び宇治花やしき浮舟園への配送は取り扱い不可となりました。

スーパーホテル四条河原町

東急ステイ京都阪井座（旧東急ステイ京都新京極通）

エムズホテル三条大宮

契約のない町家


