旅

館

名

℡

住

所

備
Ｈ28.9

アークホテル京都
京嵐山亭 トヨタ直営保養施設
（民宿）嵐山館
Ｒ＆Ｂホテル
R&Run Residence Inn Kyoto
アーバイン京都清水五条
アーバイン京都河原町通
アーバンホテル京都
アーバンホテル二条プレミアム
ｱｰﾙ ﾓﾝ ｾﾞﾝ ｷｮｳﾄ(ART MON ZEN KYOTO)
葵KYOTO STAY
葵KYOTO HOTEL
あずきや
あづまや旅館
姉小路別邸
アネックス平岩
アパヴィラホテル(京都駅前)
ア
アパホテル 京都祇園エクセレント
アパホテル京都駅前
アパホテル京都駅堀川通
アピカルイン京都
阿美家（あびや）
アメニティＨインカプセル
嵐山 （民宿）
嵐山 辨慶
嵐山・嵯峨野（Ｐ）
嵐山保養所 （朝日新聞）
嵐山寮（三井物産）
アランヴェール京都 （Ｈ）
アルモントホテル京都
粟田山荘
安楽
結庵 嵐山（むすびあん）

８１２－１１１１
８６１－４０１７
８６１－０１５９
６９３－２１２１
２２２－９１１１
５５１－１８００
３５４－０３３３
６４７－０６０６
８１３－１１７７
５５１－０００９
３５４－７７７０
３５４－７７７０
７７１－０２５０
３７１－２３６４
２５７－８１００
３５１－６７４８
３４１－８１１１
５５１－２１１１
３６５－４１１１
３４１－６１１１
７２２－７７１１
２１１－８８７１
５２５－３９００
８６１－４３９８
８７２－３３５５
８８１－２２９４
８７２－５２２３
８８１－２０９７
３６５－５１１１
６８１－２３０１
５６１－４９０８
８４１－１６２９
８６２－４１９５

中京区四条大宮東入ル南側

飯田 （Ｈ）
（京都）糸屋ホテル
（京の宿）石原
井雪旅館
庵町屋ステイ
幾松
池田 （民宿）
石折 （民宿）
いしだ旅館
石長松菊園
イ
和泉屋
(嵯峨)一休 （民宿）
井筒安
井筒ホテル
田舎亭
イビススタイルズ京都ステーション
いやしの館 咲良
岩佐 （民宿）
IMU HOTEL KYOTO

３４１－３２５６
３６５－１２２１
２２１－５６１２
５６１－２１３２
３５２－０２１１
２３１－１２３４
８７１－５０１８
７４４－２２９５
５６１－０８５９
２２２－１１０１
３７１－２７６９
８６１－２４１４
３７１－１５７４
２３１－３２２２
５６１－３０５９
６９３－８４４４
５６１－０８９４
８７１－５７３２
３５３－１６１６

下京区不明門通塩小路上ル東側東塩小路町

ウエスティン都ホテル京都
（京の宿）卯乃花
（堀川畔）梅村 （Ｐ）
（民宿）うさぎ
うえむら
ヴィアイン京都四条室町
ヴィラージュ京都
ウ ヴィラ三条室町・京都
上田（民宿） 奥嵯峨
魚岩旅館
宇多野ユースホテル
ウノ・ハウス
梅次郎
（京都）うら～らかハウス
（京町屋旅館さくら）うるし邸

７７１－７１１１
４６５－３３３１
４４１－８４０４
２０３－０９５１
５６１－０３７７
２５６－６１１１
８１２－７６００
２５７－０７７７
８７１－２４７１
３７１－４９１０
４６２－２２８８
２３１－７７６３
８７１－５８７４
８１２－８０６６
３４３－０００３

東山区三条蹴上粟田口華頂町１

考

京・嵐山亭参照
西京区嵐山中尾下町41-3
南区東九条上殿田町41-1
お届けのみ可能
中京区六角通柳ノ馬場東入大黒町72-1
東山区五条通大橋東入東橋詰町13番地
下京区土手町通正面上る溜池町359-1
伏見区深草西浦町４－５９
中京区聚楽廻南町２５－５
東山区古門前通大和大路東入元町391
下京区天王寺町145-1ﾘﾊﾞｰｻｲﾄﾞｼﾅｼﾞｰﾋﾞﾙ4Ｆ
下京区天王寺町１４６
東山区東分木町２７２
下京区西中筋北小路上ル丸屋町１２１

ＨＰ
http://www.ark-hotel.co.jp/kyoto/?utm_source=yahoo&utm_medium=cpc&utm_campaign=kw

http://toyota-hrkenpo.jp/health/resort_01

http://www.eonet.ne.jp/~arashiyama-bb/

http://randb.jp/kyoto/
https://www.agoda.com/ja-jp/r-run-residence-inn-kyoto-apartment/hotel/kyoto-jp.html

http://www.urbain-hotels.com/kkg/
http://www.urbain-hotels.com/kkd/

http://uh-urban.com/kyoto/
http://www.uh-urban.com/nijo/
http://www.amz-kyoto.jp/
http://www.kyoto-stay.jp/
http://staykyoto.net/
https://www.adumaya-kyoto.com/

西本願寺前

中京区姉小路通小川西入る宮本町460
中京区三ノ宮通上ノ口下ル高宮町232
下京区東洞院通七条下ル塩小路町533
お届けのみ可能
東山区祇園町南側555
お届けのみ可能
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
下京区油小路通塩小路西油小路町1番
お届けのみ可能
左京区松ヶ崎小竹藪町３－３
上京区新椹木町通丸太町下ﾙ東土御門343-1
東山区清水４－１７１
右京区嵯峨北堀町３８－２
右京区嵯峨天竜寺芒ノ馬場町３４
右京区嵯峨野宮ノ元町６７
西京区嵐山中尾下町８
西京区嵐山中尾下町３４－１
下京区五条東錺屋町１７９
南区東九条西岩本町２６－１
東山区粟田口三条坊町２－１５
中京区四条大宮上ル錦大宮町１４４
結庵 嵐山 参照

http://www.aneyakoji.net/
https://www.apahotel.com/hotel/kansai/02v_kyoto-ekimae/index.html

https://apahotel.com/hotel/kansai/04_kyotogion/index.html
https://www.apahotel.com/hotel/kansai/01_kyoto-ekimae/
https://www.apahotel.com/hotel/kansai/03_kyotoeki-horikawa/index.html

http://www.apical-inn-kyoto.com/
http://amenity-hotel.com/#/01/01/
http://www.arasiyama.net/index.html

http://www.benkei.biz/rooms/

http://www.aranvert.co.jp/
https://www.almont.jp/
http://okura.kyotohotel.co.jp/restaurant/awata/

http://www.hotel-iida.co.jp/
京都糸屋ホテル参照

中京区柳馬場姉小路上ル柳八幡76
東山区林下町

八坂鳥居前東入円山町官有地

下京区富小路通高辻上ル筋屋町144-6
中京区木屋町通御池上ル上樵木町497
右京区嵯峨釈迦堂門前南中院町17
左京区大原勝林院町452
東山区祇園南側八坂町570-164
中京区河原町竹屋町東入ル末丸町289
下京区丸屋町１１２

http://kyoto-machiya.com/machiya/index.html

http://www.ikumatsu.com/

http://www.shogikuen.co.jp/
http://www.izumiya-ryokan.co.jp/

嵯峨一休参照
下京区東洞院通下珠数屋町上ル笹屋町272
中京区河原町通三条下ル大黒町５２
東山区祇園下河原石塀小路４６３
南区東九条上殿田町４７
東山区下河原町上弁天町４３３
右京区嵯峨二尊院門前北中院町１１
下京区岩戸山町411

http://www.izuyasu.com/
http://izutsuhotel.com/
http://www.inakatei.com/

https://imuhotel.jp/
https://www.miyakohotels.ne.jp/westinkyoto/

京の宿

卯乃花

参照

上京区東堀川中立売下ル一町目
（京宿 うさぎ）
東山区祇園下河原八坂鳥居前下ル下河原町４６３

中京区室町通錦小路上ル山伏山町551-2
中京区壬生坊城町５
中京区三条室町上ル役行者町３７５
右京区嵯峨大覚寺門前六道町37-2
下京区堀川通り七条上る１４３
右京区太秦中山町２９
中京区新烏丸丸太町下ル東椹木町108
（民宿 梅次郎）
上京区北伊勢屋町７４０
下京区柳馬場通高辻下る吉文字町425

お届けのみ可能

http://uemura-hotel.jp/
http://www.viainn.com/kyoto/
http://www.hotel-village.jp/kyoto/

http://sanjo-muromachi.net/
http://www.waku-waku-waku.com/uoiwa/

http://yh-kyoto.or.jp/utano/index.php

http://unohouse.fte.jp/index_jp.htm

http://www.kyoto-ryokan-sakura.com/urushi/

エクシブ京都八瀬離宮
（八瀬かまぶろ温泉）叡麓館

７０７－２８８８ 左京区八瀬野瀬町７４番地１
７８１－５１２６

ANAクラウンプラザホテル京都
エコノイン京都
エ
エルイン京都
エムズ・プラス四条大宮
エムズ・エスト四条烏丸

２３１－１１５５
３４３－６６６０
６７２－１１００
８１３－０２５８
３５３－５２９０

中京区油小路町１０ 二条城前
下京区五条下ル平居６６－１
南区東九条東山王町１３
中京区四条通大宮西入錦大宮町114
下京区東洞院四条下る元悪王子町４１

鴨 東
（京都ホテル）オークラ
（北海館） お花坊
Ｂ＆Ｂ帯座(ビーアンドビーおびざ）
大原山荘 （民宿）
大原辻
大原の里 （民宿）
岡野荘 （民宿）
岡たみ旅館
オ
奥嵯峨 上田 （民宿）
おくだ旅館
尾張屋旅館
御室会館 （宿坊）
お宿 いしちょう
御宿 にわ
オリックス京都嵐山荘
近江屋 （Ｈ）

５４１－７８０３
２１１－５１１１
３７１－３６８８
４０６－１９３８
７４４－２２２７
７４４－２２２５
７４４－２９１７
７１１－５５５５
３５１－４０５４
８７１－２４７１
５４１－２１２６
３６１－５３６１
４６４－３６６４
２２２－０９０２
３５１－１８０８

東山区七条鴨川東一筋目南下ﾙ日吉町226-5

https://rt-clubnet.jp/hotels/xiv/kyouto/
八瀬かまぶろ温泉

叡麓館

http://www.anacpkyoto.com/
http://www.econo-inn-kyoto.com/

http://www.elinn-kyoto.com/
https://hotelms.jp/msplusomiya/
https://hotelms.jp/msestkarasuma/

http://www.kyoto-ohto.com/japanese/top.html
京都ホテルオークラ

下京区不明門通下数珠屋町上ﾙ卓屋町66-2

北海館

お花坊

Ｂ＆Ｂ帯座
左京区大原草生町１７
（民宿 大原辻）
左京区大原草生町３１

参照

参照

http://okura.kyotohotel.co.jp/

参照

参照
http://www.ohara-sansou.com/
http://www.oohara-no-sato.co.jp/

左京区上高野北田町９－８三宅八幡踏切突き当り北

下京区木屋町松原上ル2丁目和泉屋町155
右京区嵯峨大覚寺門前六道町３７－２
東山区大和大路通四条下ル三丁目博多町８５－１

下京区堀川通正面上ル堺町９３
右京区御室大内３３ 御室仁和寺境内
中京区河原町竹屋町東入ル末丸町284
下京区亀町２
東本願寺菊ノ門前
右京区嵯峨天竜寺芒野馬場町１７
３５１－５２９２ 下京区上数珠屋町通東洞院東入３８７

http://www.ninnaji.or.jp/syukubou/

http://www.ishicho.co.jp/
http://www.oyado-niwa.com/entertainment.html

http://www.omiya-kyoto.com/index.html

旅 館 名
（京乃宿）加 ぎ 平
（京都）ガーデンパレス
（京都）ガーデンホテル
（四季倶楽部）加茂川荘
懐古庵
(ﾎﾃﾙ)カンラ京都
（旅庵）花月（カヅキ）
ＫＡＥＤＥ ＧＵＥＳＴＨＯＵＳＥ
花心苑
花伝抄（カデンショウ）
加茂川苑 （民宿）
カ 加茂川会館（農水省）
加茂川館
加茂川寮（農林中金）
からすま京都ホテル

℡

住

所

備
考
京乃宿 加ぎ平参照
京都ガーデンパレス参照
京都ガーデンホテル参照

草葦(かやぶき) （民宿）
草萱（かやぶき）の家
花伝
花楽
禿庵 （かむろあん）
要庵 西富家

２２１－２４３１
４１１－０１１１
２５５－２０００
４９１－１８１５
７７１－２９１９
３４４－３８１５
２１２－７１００
３４４－８７８０
２２１－４５５０
８６３－０４８９
５６１－３４７４
２３１－３７５４
２２１－４００７
４９２－４３５６
３７１－０１１１
７１１－２１１５
７４４－２２２４
７４４－２１００
２１２－７０００
５４１－２５２５
５６１－０８０２
２１１－２４１１

京の宿 祇園 佐の
（旅館）京花
枳穀荘
其中庵（キチュウアン）

５６１－０２０６
３７１－２７０９
３７１－７７８１
５３３－０２１０

東山区高台寺鷲尾町５０４

７８１－４００１
５６１－１２３０
７０８－５１４３
５４１－５３１５
５４１－５１８１
５６１－２６２０
５４１－１３５５
５６１－４４７５
７７１－４１０１
８６１－０９３９
５６１－００１５
３７１－２４９４
８８２－０４００
７２１－５２９０
７７１－１４８８
８４１－１５８０
７５１－８３１１
３６５－１２２１
２５６－２６８１
４１１－０１１１
２５５－２０００
７７１－７７２２
７７１－４２２１
８８２－１３２３
４３１－７１６１
３４３－５３００
３５１－０１１１
２１１－１６６６
６６１－８８００
３６１－３２１２
３４３－３１１１
５６１－８０１１
３７１－１２６０
４３２－６１８１
５５１－９６００
７４４－２３２１
５３１－４１８８

左京区上高野東山５５
東山区東大路安井角毘沙門町４４－８
東山区古門前三吉町３３５
東山区祗園八坂神社南門前
東山区東大路新橋西入ル林下町４３７
東山区新門前通大和大路東入
東山区宮川筋四条下る２－２６７

関西セミナーハウス(修学院きらら山荘）

喜鶴亭
き乃ゑ
祇園 金瓢（キンピョウ）
ぎおん 畑中
ギオン 福住
祗園 吉今
祇園宮川町グランレブリー
菊梅
菊水
菊香荘
菊乃井
きし田旅館
汽車ポッポ 辻村
キ 北白川 （Ｐ）
北野家
杵屋旅館
京大会館
京都糸屋ホテル
京都イン加茂川
京都ガーデンパレス
京都ガーデンホテル
京都会館（関西電力）
京都教育文化センター
京都嵯峨野苑（大協石油）
京都シティーホテル
京都新阪急ホテル
京都センチュリーホテル
京都セントラルイン
京都第一ホテル
京都タワーホテル
京都タワーホテル アネックス
祗をん 新門荘
（旅館）京らく
（御所西）京都平安ホテル
ＫＩＺＡＳＨＩ ＴＨＥ ＳＵＩＴＥ
魚山園（ギョザンエン）
きんなべ
北野天満宮の棲家(いえ)
京家
京洛庵 （ＮＴＴ）
京・嵐山亭
京町家旅館 さくら
京町家旅館 さくら うるし邸
京都 東山荘（ヒガシヤマソウ）
京都石塀小路 龍吟（リュウギン）
京都東急ホテル
京都トラベラーズイン
京都南禅寺倶楽部
京都花ホテル
キ 京都ブライトンホテル
京都プラザホテル
京都ホテルオークラ
京都堀川イン
京都鴨川寮
京都リッチホテル
京の宿 石原
京のお宿 まるやま
京の宿 卯乃花
京乃宿 加ぎ平
京の宿 月光庵
京の宿 しみず
京の宿 梨の木
京ノ屋旅館
京町宿 馬ごころ
京町家宿 松庵
京宿 うさぎ
京湯元ハトヤ瑞鳳閣
清水山荘

四季倶楽部

左京区新間ノ町仁王門上ル
下京区烏丸通六条下る北町１８５

ＨＰ

京都加茂川荘 参照

http://kaikoan.jp/stay/kaikoan
ホテル

旅庵

カンラ京都

花月

参照

参照

下京区泉正寺町４６５－２
中京区烏丸三条東入る北側六角堂内
西京区嵐山西一川町５－４
東山区宮川筋４丁目３１４
中京区富小路夷川上ル
中京区三条通河原町東入ル中島町１０４
北区堀川北山上ル
下京区烏丸通四条下ル二帖半敷町６５２
左京区一乗寺竹ノ内町２３
左京区大原遠迎院町１４０
左京区大原来迎院１４０
中京区東洞院六角東入ル膝屋１９１
東山区祇園町南側４９９
東山区清水４－１９７－３
中京区富小路六角下骨屋之町５６２

http://www.thehatanaka.co.jp/kaede/

http://www.gionsano.com/
http://www.upwell.jp/kyoka/kyoka.htm
http://www.oak.dti.ne.jp/~kikokuso/

http://www.ikenobo.jp/access/kyoto.html
http://www.hotespa.net/hotels/kadensho/

http://www.tabinoyado.sakura.ne.jp/
http://www.kamogawa-kan.co.jp/
http://karasuma.kyotohotel.co.jp/
http://www.academy-kansai.org/
http://kyotokaden.jp/
http://www.karaku.com/
http://kamuroan.jp/
https://www.kanamean.co.jp/

下京区下数珠屋町通東洞院東入西玉水町２８５

下京区河原町七条上ル一筋目西入東玉水町
東山区円山町４７３ 円山公園内

http://kinoe.co.jp/
http://www.kinpyo.jp/
http://www.thehatanaka.co.jp/
http://www.gion-fukuzumi.com/#
https://www.yoshi-ima.co.jp/

東山区祗園花見小路四条下ル祗園町南側５７６－２３９

左京区南禅寺福地町３１
右京区太秦西蜂岡町９

http://kyoto-kikusui.com/
https://www.kyokanko.or.jp/shisetsu/shukuhaku_d.phtml?id=020047

東山区円山真葛ヶ原４５９

http://kikunoi.jp/kikunoiweb/Top/index

東大谷墓地入口

下京区堀川通花屋町下ル堺町９０

西本願寺前

右京区嵯峨天竜寺瀬戸川町１８－２３
左京区北白川上別当町５

http://web.kyoto-inet.or.jp/people/yotto/

左京区東山三条二筋上ル東入ル東門前町５２４

中京区西ノ京北聖町２７
左京区吉田河原町１５－９
下京区薬師前町７１２
北区鞍馬口通寺町東入ル鞍馬口町
上京区烏丸下長者町上龍前６０５
中京区室町通御池南入ル円福寺町３５－１
左京区岡崎円勝寺町２３－２
左京区聖護院川原町４－１３
右京区嵯峨天竜寺北造路町６－１
上京区堀川通今出川上ル北舟橋町８５７

http://kineyahotel.kyoto.jp/

下京区塩小路通新町東入ル東塩小路町５７９
下京区東洞院通塩小路下ル東塩小路町６８０

https://www.hankyu-hotel.com/hotel/kyotoshh/index.html

下京区四条河原町西入ル御旅町４０
南区東九条下殿田町４５
下京区烏丸七条下ル東塩小路町７２１

http://kyoto-centralinn.jp/
http://www.kyoto-1-hotel.jp/
https://www.keihanhotels-resorts.co.jp/tower_hotel/

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

http://www.itoyahotel.com/
http://www.hotelgp-kyoto.com/
http://www.kyoto-gardenhotel.co.jp/
http://www2.odn.ne.jp/kyobun/
http://www.kyotocity-hotel.com/
https://www.keihanhotels-resorts.co.jp/kyoto-centuryhotel/

東山区祗園花見小路新門前
東山区祇園町北側２７５（キザシザスウィート）

左京区大原来迎院町 三千院畔
東山区大和大路四条下ル３丁目博多町６８

080-4022-8310

上京区北町６５１－１８(Ｔ：６０２－８３９２)

３５１－１７１７
２３１－０１４９
８６１－４０１７
３４３－３５００
３４３－０００３
５２５－８２８８
７４８－１８４０
３４１－２４１１
７７１－０２２５
７５２－３２１１
７５４－０８７０
４４１－４４１１
６９１－０１００
２１１－５１１１
２１２－１１２２
２３１－０７７５
３４１－１１３１
２２１－５６１２
７７１－５８６０
４６５－３３３１
２２１－２４３１
２０４－１５３８
３７１－５５３８
２４１－１５４３
２２１－４９４０

下京区不明門通塩小路上ル東塩小路町７１７

北区出雲路俵町３６
西京区嵐山西一ノ川町２－１
下京区油小路花屋町仏具屋町２２８
下京区吉文字町４２５
東山区清水四丁目１５９

清水坂駐車場北側

東山区下河原町４６３－１２
東山区堀川通五条下ル柿本町５８０
左京区岡崎円勝寺町９１
左京区南禅寺福地町２７
東山区三条通大橋東２－５３－１
上京区新町中立売下ル三丁町
南区西九条蔵王町２８番地
中京区河原町御池角一之船入町537-4
中京区堀川三条上東側姉東堀川町78-5
北区出雲路俵町２４－３

http://www.shinmonso.com/
旅館

京らく

御所西

京都平安ホテル

参照
参照

http://www.kizashi-gion.jp/
http://www.gyozanen.com/
http://www.kinnabe-kyoto.jp/
http://kyouya.co.jp/
http://toyota-hrkenpo.jp/health/resort_01
http://www.kyoto-ryokan-sakura.com/sakura/map/

http://www.kyoto-ryokan-sakura.com/urushi/

http://www.k-higashiyamaso.jp/
http://www.kyoto-ryugin.com/
http://www.kyoto-h.tokyuhotels.co.jp/ja/index.html

http://www.k-travelersinn.com/
http://www.kyotohanahotel.com/
http://www.brightonhotels.co.jp/kyoto/
https://www.kyoto-plazahotel.co.jp/
http://okura.kyotohotel.co.jp/
http://www.horikawa-inn.com/

出雲路橋加茂街道下ル

下京区河原町通五条上ル安土町751
中京区柳馬場姉小路上ル柳八幡７６
左京区新高倉通仁王門下ル福本町426
上京区御前通仁和寺街道下る下竪町188
中京区麩屋町錦小路上ル梅屋町４８１
中京区西ノ京西月光町１８－２０
下京区七条通若宮上ル鍵屋町６４４

http://www.rich-hotels.co.jp/kyoto/

上京区今出川通寺町西入二筋目上ル柳風呂町１８４

http://www.nande.com/nashinoki/index.htm

中京区麩屋町六角下ル坂井町４６２
090-3925-0556 中京区壬生坊城町３－９
４６８－１３８６ 上京区大宮通丸太町上ル一丁目８５２
２０３－０９５１ 中京区西ノ京北聖町１
３６１－１２３１ 下京区西洞院通塩小路下ル南不動堂町８０２
５５１－３１５２ 東山区清水三丁目３４１

http://www.kagihei.com/
https://www.gekkouan.jp/
http://www.kyoto-shimizu.net/
http://www.kyoumachiyadomagokoro.com/

http://www.shouan.jp/
http://www.usagi-yado.com/
http://www.kyoto-hatoya.jp/
http://www.kyo-yado.com/kiyomizusanso/

キ

清水 鈴木 （民宿）
清水ユースホステル
銀閣
近又
金波楼
京都 下鴨寮
(ﾎﾃﾙ)ギンモンド京都
(ﾎﾃﾙ)京都ベース

５３１－１５４０
５４１－１６５１
３７１－５２５２
２２１－１０３９
２２１－７２３７
７８１－０４８２
２２１－４１１１
３５２－１７１７

（結庵） 祇園鴨川
（四季倶楽部）京都加茂川荘
金魚家
高雄錦水亭

６０６－５１１１
４９１－１８１５
４１１－１１２８ 上京区歓喜町２４３
８６１－０２１６ 右京区梅ケ畑殿畑町４０

(町家小宿)京のおおぞら
京嵐山亭（きょうらんざんてい）
(ホテルRamble)京こまち
京都グランベルホテル
京町家コテージ Karigane
京町屋ｹﾞｽﾄﾊｳｽ ＣＯＭＰＡＳＳ
京いすけ
京華宿 本邸（きょうはなやど）
京華宿 二条城別邸
京都六條イン 愉樂（ゆらく）
京都新町六角ﾎﾃﾙ grandereverie
京都アートステイ西陣捨松
京銀鴨川寮
京都かまんざホテル
祇園宮川町グランレブリー
京都烏丸御池ﾎﾃﾙ grandereverie
京都新町六角ﾎﾃﾙ grandereverie
京都四条高倉ﾎﾃﾙ grandereverie

５７４－７５５７
８６１－４０１７
８２１－０６０６
２７７－７３３０
２０４－３２５０

090-9884-1133
050-3695-8787
２０２－８６６６
２１１－１７７０
４３１－１１２５
２３１－０７７５
２０５－０８１７
５４１－１３５５
２２１－１２２２
２１１－１７７０
３７１－００１２

京都ユニバーサルホテル烏丸
くに荘（国家公務員共済）
(ﾎﾃﾙ)グランヴィア京都
(ﾎﾃﾙ)グランエムズ京都
(ﾎﾃﾙ)グランバッハ京都
(ﾎﾃﾙ)グレイスリー京都三条北館
(ﾎﾃﾙ)グレイスリー京都三条南館
ク グランドプリンスホテル京都
グリーンリッチホテル京都駅南
クレサンテーム
グローブ東山（Ｐ）
クロスホテル京都

６６１－６０００
２２２－００９２
３４４－８８８８
２４１－２０００
２２１－２２１１
２２２－１１１１
２２２－１１１３
７１２－１１１１
６９１－２５００
４６２－１５４０
５５１－３１７７
２３１－８８３３

（ＫＫＲ京都）くに荘
（京の宿） 月光庵
源鳳院
ゲストイン京都
ケ ゲストハウス楽座
ゲストハウス葵
ゲストハウス禅
京王プレリアホテル京都烏丸五条
渓山閣
コープイン京都
鴻臚
興正会館 （宿坊）
高台寺 よ志のや
コートホテル京都四条
五条坂俣野 （民宿）
こまつ
コ コンドミニアム デュオ
(聖護院) 御殿荘
古梅川（民宿）
古知平（民宿）
古都夢 （Ｐ）
御所西 京都平安ホテル
GOZAN
(京町屋ｹﾞｽﾄﾊｳｽ）COMPASS

２２２－００９２
２０４－１５３８
７６２－０７８８
３４１－１３４４
５６１－２２４２

090-6326-9602
７０８－５００９
３５２－５１１１

0771-22-0250
２５６－６６００
２２１－７８０７
３６１－７６６６
５３３－７０６０
３６１－０５０５
５４１－０９５１
５６１－３６９２
４６５－８８００
７７１－４１５１
７６１－４６１４
７４４－２６０３
５３１－１８４８
４３２－６１８１
７５４－５３１０
２０４－３２５０

東山区八坂通清水四丁目１９０
東山区五条橋東６丁目５３９－１６
下京区不明門通七条下ル東塩小路町709
中京区御幸町四条上ル大日町４０７
中京区瀬戸屋町４６７
左京区下鴨宮崎町１６６－１６

http://www.jyh.or.jp/info.php?jyhno=5214

http://www.ginkaku.com/
http://www.kinmata.com/
http://www.newkinpa.on.arena.ne.jp/
ホテル ギンモンド京都

ホテル

結庵

京都ベース

祇園鴨川

四季倶楽部

参照

参照

参照

京都加茂川荘 参照

http://kingyoya-kyoto.com/
http://www.kinsuitei.com/

中京区壬生松原町４４－１
西京区嵐山西一ノ川町２－１
上京区十四軒町413-32
東山区大和大路通四条下る大和町２７
北区紫野下門前町５２－２
下京区西七条市部町１１５
中京区百足屋町３７８-８
下京区松原通堀川西入北側 来迎堂町721-3
中京区西ノ京池ノ内町18-34
下京区三宮町通上ノ口上る岩滝町222-2
中京区六角室町西入る玉蔵町120
上京区笹屋町1丁目525-1
北区出雲路俵町24-3
中京区釜座通二条下る上松屋町702
東山区宮川筋四条下る２－２６７
中京区衣棚通御池下る長浜町143-1
中京区六角通室町西入る玉蔵町120
下京区高倉通四条下る高材木町225
南区東九条明田町２６

https://artstay.kyoto/
https://kyotokamanzahotel.jp/
http://grandereveriehotels.jp/oike/
http://grandereveriehotels.jp/shinmachi/

http://grandereveriehotels.jp/takakura/
お届けのみ可能
http://www.kuniso.com/

上京区河原町荒神口上ル東入ル東桜町２７－３
ホテルグランヴィア京都
ホテルグランエムズ京都
ホテルグランバッハ京都

参照
参照
参照

ホテルグレイスリー京都三条北館

参照

ホテルグレイスリー京都三条南館

参照

左京区宝ヶ池畔岩倉幡枝町１０９２
南区東九条下殿田町３
北区平野上八丁柳町５１番地
東山区塩小路通東大路西入本瓦町６６７
中京区河原町通三条下る大黒町71-1
中京区西ノ京西月光町18-20
左京区岡崎法勝寺町７７
下京区花屋町櫛笥西入薬園町174-5
東山区宮川筋2-225 川端団栗橋下る
左京区鹿ケ谷法然院西町26
中京区柳馬場六角下る井筒屋町４２３
下京区烏丸通松原下る五条烏丸町396
亀岡湯の花温泉
中京区柳馬場蛸薬師上ル井筒屋町411
中京区堺町通六角北東角道祐町114

http://www.princehotels.co.jp/kyoto/
http://www.gr-kyoto.com/
http://www.chrysantheme.co.jp/

くに荘
京の宿

参照
月光庵

参照
http://www.genhouin.co.jp/

http://rakuza.gh-project.com/
https://www.guest-house-aoi.com/
https://kyotohostel-zen.com/
http://www.keioprelia.co.jp/
2018年10月より取扱不可（JTBクーポンでも同様）
http://www.coopinn.jp/
http://www.kohro.com/
下京区醒ヶ井通七条上ル華園町７０ 興正寺境内
http://www.koshoji.or.jp/kaikan.php
http://www.k-yoshinoya.jp/
東山区鷲尾町５２８
下京区西洞院四条下ル妙伝寺町６９８
http://www.courthotels.co.jp/kyoto/
東山区五条東大路東遊行町
東山区祇園町南側５０１－２
http://www.h7.dion.ne.jp/~komatsu1/
上京区今小路西入る紙屋川町1039-31
http://www.duo-inn.com/jp/index.htm
左京区聖護院中町１５
http://www.gotenso.com/
東山区三条通古川町上ル東姉小路町414-9
http://www.koumekawa.jp/
左京区大原古知平町６０
http://www.ryuumu.co.jp/~tezukuri/
東山区清水新道茶碗坂
http://www.chawanzaka.com/kotomu/
上京区烏丸通上長者町上ル龍前町598-1
http://kyoto-heian-hotel.com/
東山区三町目35-7
下京区西七条市部町１１５

旅

館

名

℡

嵯峨一休
（祇園） 佐の
(ﾎﾃﾙ)サンルート京都
(ﾎﾃﾙ)サンルート京都木屋町
THE SCREEN （ザ･スクリーン）
嵯峨菊 （民宿）
嵯峨野 （Ｐ）
嵯峨野 （民宿）
ザ グランリゾート エレガンテ京都
ザ・パレスサイドホテル
ザ・リッツ・カールトン京都
嵯峨グレースホテル
坂の上
嵯峨野荘 （大同生命）
嵯峨野山荘 （暮らしの友）
嵯峨山荘 （三井物産）
サクラテラス(SAKURA TERRACE）
サクラテラス ザ・ギャラリー
サクラテラス ザ・アトリエ
さと茂旅館（サトモ）
さろんはらぐち 天青庵
さわや本店
三賀（サンガ）
サ
さんき旅館
サンクレイン
三千院の里
三千院道 （民宿）
三塔庵
サンメンバーズ 京都嵯峨
佐野家
（京町家旅館）さくら
（京町家旅館）さくら うるし邸
（ホテル）ささりんどう
（ホテル）サンライン祇園四条
ザ・ビー京都三条
ザ ロイヤルパークホテル京都三条
ザ ロイヤルパークホテル京都四条
さと居 大宮五条 青柿（SEISHI）
さと居 大宮五条 鉄仙（TESSEN）
さと居 七条壬生 香雪（KOUSETSU)
ザ・セレスティン京都祇園
坂のホテル京都
THE HOTEL KIYOMIZU 祇園
THE HOTEL KIYOMIZU 御所西
THE THOUSAND KYOTO(ｻｳｻﾞﾝﾄﾞｷｮｳﾄ)

８８２－１６２７
５６１－０２０６
３７１－３７１１
３５３－０１０１
２５２－１１１３
８７１－１４６５
８８１－２３１０
８６１－１４４８
４５１－１６００
４１５－８８８７
７４６－５５５５
８６１－１１１１
５６１－１１４８
８８２－１８５２
８８２－７３７３
８８１－７０８０
６９２－１１１２
６７２－０００２
６９３－８５８８
３７１－６２４５
５５１－９３３９
７６１－４１４１
２４１－３２５１
３５１－６３３９
３６１－０６５０
７４４－３８４８
７４４－２６２６
５４１－２７３３
８８２－８７７１
３７１－２１８５
３４３－３５００
３４３－０００３
５４１－７１７７
５３２－００５５
７６２－１３００
２４１－１１１１
３５１－１１１１
４６８－１４１７
４６８－１４１７
４６８－１４１７
５３２－３１１１
５６１－００６１
６００－９０６０
４１４－６６８０
３５４－１０００

（祗をん）新 門 荘
（ホテル）ＳＨＥ， ＫＹＯＴＯ
（京都）下鴨寮
寿聖院 （宿坊）
シタディーン京都 烏丸五条
シティペンションリオンドール
芝蘭会館（国際交流会館）
シャトレーイン京都
秀仙閣
聖護院荘 （ＮＴＴ）
浄蓮華院 （宿坊）
白河院
新洞食糧老舗（懐古庵）
シ 真如山荘（真如堂研修道場）

５６１－８０１１
６３４－８３４０
７８１－０４８２
４６２－３９０５
３５２－８９００
２５６－１３５５
７７１－０９５８
２２３－４８００
３４１－４１７１
７７１－１６６６
７４４－２４０８
７６１－０２０１
７７１－２９１９
７５１－８０７３

正楽苑
白梅（シラウメ）
秀峰閣
紫明荘 （島津製作保養所）
(湯の宿) 松栄（しょうえい）
四季倶楽部 京都加茂川荘
栞庵
聖護院 御殿荘（ごてんそう）
紫月
四季十楽

松園荘

保津川亭

７５１－２２７８
５６１－１４５９
５３１－２２３３
２３１－０２５７
３５１－４０８４
４９１－１８１５
３６１－１６９６
７７１－４１５１
080-2435-5125
４１７－０２１０

0771-22-0903

住

所

備

ＨＰ

考

http://www.kyoto-inn.com/

右京区嵯峨大覚寺門前六道町７２
京の宿

祇園

佐の

参照

下京区難波町406
下京区難波町403-1

http://www.hotel-sunroute-kyoto.co.jp/

中京区寺町丸太町下ル下御霊前町６４０－１

http://www.screen-hotel.jp/

https://www.hotel-sunroute-kyotokiyamachi.jp/

右京区嵯峨釈迦堂門前南中院町１９
右京区山越東町２６－４
右京区嵯峨釈迦堂門前南中院町
上京区中立売堀川東入東橋詰町６６－３
上京区烏丸通下立売上ル桜鶴円町３８０

http://www.granresort.jp/static/hotel.php?n=kyoto

中京区鴨川二条大橋畔
右京区嵯峨新宮町６－１

https://www.ritzcarlton-kyoto.jp/

東山区下河原町八坂鳥居前下ル東入ル鷲尾町５０２

http://www.sakanoue.net/

http://www.palacesidehotel.co.jp/

http://www.saga-grace.com/

東山区嵯峨釈迦堂藤ノ木町１４
東山区嵯峨亀山町１１－６
東山区嵯峨大覚寺門前六道町
南区東九条烏丸町１－１
南区東九条上殿田町３９
南区東九条北烏丸町１－１

http://www.kuratomo-travel.jp/sagano/

http://www.sakuraterrace.jp/
http://sakuraterrace-gallery.jp/
http://sakuraterrace-atelier.jp/

http://www.satomo.co.jp/

下京区木津屋橋通室町西入ル東塩小路町５７９
東山区円山公園内八坂鳥居前東入ル円山町７－３

左京区聖護院川原町２５

京大病院南側

http://www.jade.dti.ne.jp/~sawayain/

中京区富小路通三条下ル朝倉５２６
下京区西新屋敷下之町２９
下京区五条通り室町東入ル醍醐町
下京区大原来迎院町１４８
下京区大原来迎院町２１８
東山区清閑寺霊山町１９番地
右京区嵯峨広沢南野町２７－１

http://www.ryokan-sanga.co.jp/

http://www.sancrane.com/
http://www.kyotoohara.net/sanzeninmichi/

http://santouan.com/
https://reserve.resort.co.jp/hotels/smc/k_saga/index.html

http://www.sanoya.net/

下京区東洞院七条下ル二丁目東塩小路町５３９

京町家旅館
京町家旅館

ホテル
ホテル

さくら

さくら

うるし邸

ささりんどう
サンライン祇園四条

参照
参照

参照
参照

東山区三条大橋東入ル２丁目４９－１
中京区三条河原町東入ル
下京区烏丸通仏光寺上る二帖半敷町668
下京区下長福寺町２７６番地
下京区下長福寺町２６１番地

http://kyotosanjo.theb-hotels.com/
https://www.the-royalpark.jp/the/kyotosanjo/
https://www.the-royalpark.jp/the/kyotoshijo/
http://www.satoihotel.com/facility-tetsu.html

下京区西酢屋町2番地27( 千鳥.月桂.雪月.明星.東雲)
東山区大和大路通四条下る四丁目小松町572

東山区清水４－２００
東山区大和大路東入弓矢町47番地
上京区小川通下立売上る勘兵衛町132
下京区東塩小路町570

http://hotel-kiyomizu.co.jp/
http://hotel-kiyomizu.co.jp/goshonishi/index.html
https://www.keihanhotels-resorts.co.jp/the-thousand-kyoto/

祗をん

新門荘

ＨＯＴＥＬ

ＳＨＥ， ＫＹＯＴＯ参照

参照

左京区下鴨宮崎町１６６－１６
右京区花園妙心寺１
下京区五条通烏丸東入松屋町４３２
中京区東堀川通り夷川上ル８－５３８
左京区吉田牛の宮町１１－１

http://www.citadines.jp/kyoto/

http://www.leliondor.jp/
http://www.shirankai.or.jp/facilities/guide/guestroom/index.html

http://www.chatelet.jp/
http://www.klb.co.jp/hotel/

中京区御池西洞院東入ル橋之町７４５－１

下京区木屋町四条下ル齋藤町１１９
左京区聖護院中町８
左京区大原来迎院町４０７

http://shogoinso.com/index.php?data=./data/l4/

三千院の道右へ登り奥

左京区岡崎法勝寺町１６

動物園北側

http://www.shigakukyosai.jp/yado/search/ichiran/kyoto/index.html

懐古庵
左京区浄土寺真如町８２

参照

真如堂の中本道北側

http://shin-nyo-do.jp/keidai/sansou.html

左京区鹿ヶ谷徳善谷町４－７２
東山区祗園新橋白川畔７８－６
東山区五条大橋東詰２－１
北区出雲路俵町５２

http://www.shiraume-kyoto.jp/
http://www.hotespa.net/hotels/shuhokaku/

湯の宿
北区小山下内河原町６
下京区鍵屋町通烏丸西入鍵屋町３３９
左京区聖護院中町１５
上京区西若宮北半町１５５
上京区油小路下立売上ル近衛町１６５

亀岡湯の花温泉

松栄

参照
http://www.shikiresorts.com/institution/kyoto/kamogawaso/kamogawaso.html

http://www.kyoto-shiorian.com/

http://www.gotenso.com/
http://shikijuraku.com/

取扱不可（2018年10月よりJTBクーポンでも不可）

水月
スーパーホテル京都・烏丸五条
寿栄屋
末広荘
杉長 （Ｈ）
すみのくら(出版健保京都保養所)
炭屋旅館
スマイルホテル京都四条
ス
(ﾎﾃﾙ)ステーション京都 本館
(ﾎﾃﾙ)ステーション京都 西館
ステイション京都 （Ｐ）
スーパーホテル京都・烏丸五条

５６１－２７８５
３４３－９０００
５６１－４１１２
４６１－３５３６
２４１－０１０６
８８２－２２４８
２２１－２１８０
３７１－０９４０
３６５－９０００
３４３－５０００
８８２－６２００
３４３－９０００

スーパーホテル京都・四条河原町は取扱い不可
すみや亀峰庵
0771-22-0394
翠泉
0771-22-7575
晴鴨楼（せいこうろう）
５６１－０７７１
せいしん庵
７６１－３４００
芹生（せりょう）
７４４－２３０１
セントノーム京都
６８２－８７７７
清風会館
７２１－０６６１
セ
世界救世教 平安郷研修センター
８７２－３５５０
センチュリオンキャビン＆スパ京都 ７０８－６６５７

ソラリア西鉄Ｈ京都プレミア
相鉄フレッサイン京都四条烏丸
相鉄フレッサイン京都駅八条口
ソ
そわか

７０８－５７５７
２８４－２０３１
２８４－０２０３
５４１－５３２３

東山区大和大路三条下ル二丁目新五軒町１９２

下京区烏丸通り五条下る大阪町３９６－３

http://www.superhotel.co.jp/s_hotels/karasuma/karasuma.html

東山区祗園下河原石塀小路
上京区六軒町中立売下ル四番町１２６
中京区富小路御池上ル守山町１７２
右京区嵯峨天竜寺造路町３０－１１
中京区麩屋町通三条下ル白壁町４３１

http://www.geocities.jp/kyoto_sueya/

下京区四条西洞院西入ル傘鉾町５９－６１

http://www.smile-hotels.com/kyotoshijo/

下京区東洞院七条上ル飴屋町２６２

http://www.hotel-st-kyoto.com/main_top.html

下京区烏丸通七条東入ルまうや町２００

http://www.hotel-st-kyoto.com/west_top.html

http://www.hotel-kyoto.jp/
http://www2.odn.ne.jp/sumiya/

下京区新町七条上ル辰巳町７５９
下京区烏丸通り五条下る大阪町３９６－３

http://www.superhotel.co.jp/s_hotels/karasuma/karasuma.html

取扱い不可
取扱不可（2018年10月よりJTBクーポンでも不可）
取扱不可（2018年10月よりJTBクーポンでも不可）
東山区問屋町五条下ル三丁目西橘町４６７
http://www.seikoro.com/
東山区三条広道上ル中之町２０９－５
http://seishin-an.com/
http://www.seryo.co.jp/index.html
左京区大原三千院畔勝林院町２２
http://www.centnovum.or.jp/
南区東九条東山王町１９－１
左京区田中関田町１６－２
右京区嵯峨広沢池下町２４－１
http://www.centurion-cabin.com/kyoto/
下京区四条通高倉西入立売西町６８－２ お届けのみ可能
亀岡湯の花温泉
亀岡湯の花温泉

中京区木屋町三条上る上大阪町５０９

http://nnr-h.com/solaria/kyoto_p/

https://fresa-inn.jp/karasuma/

下京区綾小路通烏丸西入童侍者町１６０

南区東九条西山王町１１
東山区下河原通八坂鳥居前下ﾙ清井町480

お届けのみ可能

https://fresa-inn.jp/hachijo/

https://sowaka.com/

旅

館

名

℡

住

所

備

ＨＰ

考

大一イン
大覚寺道（民宿）ﾚﾃﾞｨｰｽｲﾝ
大心院 （宿坊）
ダイヤモンド京都ソサエティー
だいや旅館
太陽生命厚生 京都寮
高雄観光ホテル
高雄錦水亭
高田家旅館
田鶴
ダース旅館（町家レジデンスイン）
ダイワロイネットＨ 京都駅前
タ ダイワロイネットＨ 京都八条口
ダイワロイネットＨ 四条烏丸
滝野旅館
たき川イン
たき川旅館 本館
谷ハウス
玉半
俵屋旅館
たて糸庵
竹谷
ダイワロイヤルホテルグランデ京都
DanLan HOTEL NIJO京こまち

８２２－０５４６
８８１－６５５５
４６１－５７１４
２５６－３２４７
３７１－３９８７
７７１－１８３４
８７１－２９９１
８６１－０２１６
３４１－７１６１
３４１－３３７６
３６５‐５１１０
３４４－３０５５
６９３－００５５
３４２－１１６６
３７１－６２７７
３５１－２９８３
３５１－７０４０
４９２－５４８９
５６１－３１８８
２１１－５５６６
４３１－１４９２
５６１－２５４２
９５０－６１８６
８２１－０６０６

中京区壬生上大竹１

智積院会館
ちとせ（民宿）
ちどり旅館
千鳥
チ 茶谷 （民宿）
長楽館 （Ｌ・Ｈ）
(ﾎﾃﾙ)チェックイン四条烏丸

５４１－５３６３
５２５－０５０６
３５１－３４５５
３５１－７６２８
７４４－２９５２
５６１－０００１
２５２－５１００

東山区東大路通七条下ル東瓦町９６４

http://www.chisan.or.jp/sanpai/kaikan/

東山区八坂通り東入る１丁目上田町８１－８

http://www.chitose9.sakura.ne.jp/

３５１－８５１８
５３２－２６６０

下京区木屋町通五条上ル下材木町４５１
東山区月見町22

帝国データバンク京都保養所
電通対比寮

２２３－８３１１
２３１－０７７５

北区出雲路俵町２４－３

東急ハ－ヴェストクラブ京都鷹峯＆VIALA

４９１－０１０９
７０２－１０７７
２３１－１２３８
５６１－４９８１
６９１－３１０１
３５２－１０４５
３４４－１０４５
８０３－１０４５
２１２－１０４５
４６３－１３３４
３７１－５４２１
８６１－４０１７
４４１－５６７１
３７１－０９４８
２５５－０１３７
３７１－５４８９
３６５－０３３０
８６１－３９２９
８７１－１３１０
３４１－５３０１
７７１－０２２５
３４１－２４１１
２０５－３４９２
２１２－３４５６
４４１－８００１
２２１－０１０９
７５２－１０９０

鶴清

ツ TSUKIMI HOTEL(ﾂｷﾐﾎﾃﾙ)

テ

東京都電気健保組合･洛北荘
陶月
(ﾎﾃﾙ)東山閣
東寺・洛南会館
東横イン京都 五条大宮
東横イン京都 五条烏丸
東横イン京都 四条大宮
東横イン京都 四条烏丸
妙心寺 東林院
(なごみ宿) 都和
トヨタ・嵐山保養所
とも栄旅館
ト とみや旅館
トミーリッチイン京都
ドーミーインPREMIUM京都駅前
ドエルイン京都
東レ・嵐山寮
渡月亭
十四春（としはる）
（京都）トラベラーズイン
（京都）東急ホテル
（旅館）東籬（とうり）
(ﾎﾃﾙ)ドルフ河原町二条
(ﾎﾃﾙ)ドルフ別邸御所西
東急ステイ京都両替町通
東急バケーションズ京都

三条通両洋高校西側下ル

右京区嵯峨大覚寺門前宮の下町２２－４
右京区花園妙心寺山内５７
妙心寺内
中京区中筋通竹屋町上る末丸町４１

http://www.diamond-s.co.jp/kyoto/

下京区下珠数屋町通東洞院東入ル飴屋町２６３

http://daiyainn.gooside.com/

左京区粟田口鳥居町

南禅寺前西瓢亭下ル

右京区梅ヶ畑高雄町５
右京区梅ヶ畑殿畑町４０
下京区卓屋町５８

http://takaokanko-hotel.com/
http://www.kinsuitei.com/

烏丸通東本願寺大門正面

下京区木屋町通松原上ル美濃屋町179-1
下京区笹屋町２７０
下京区烏丸通七条下ル東小路町707-2
南区東九条北烏丸町９－２
下京区烏丸通仏光寺下ル大政所町６７８
下京区西新屋敷太夫町９６
下京区東洞院通正面上ル筒金町４６－１
下京区東洞院通花屋町下ル
北区紫野大徳寺８
東山区祇園下河原町４７７
中京区麩屋町通姉小路上ル中白山町280
上京区寺之内通堀川西入東西町368
東山区下河原通八坂鳥居前下る下河原480
南区東九条西岩本町15
上京区十四軒町413-32
元Ramble京こまち

http://www.tazuru.com/
http://dozen-ryokan.com/ja/
http://www.daiwaroynet.jp/kyoto-ekimae/
http://www.daiwaroynet.jp/kyoto-hachi/
http://www.daiwaroynet.jp/kyoto-shijo/

http://takigawa-ryokan.jp/
http://www.tamahan.jp/

https://www.daiwaroyalhotel.jp/kyoto/

下京区堀川花屋町１５
下京区河原町通正面上ル八軒町４６４
左京区大原草生町１６０
東山区祗園町南側５０６
円山公園

http://momochan2525.on.omisenomikata.jp/

http://www.chourakukan.co.jp/
ホテル

チェックイン四条烏丸

参照

http://www.tsuruse.co.jp/

上京区河原町広小路上ル九軒町４４５
出雲路橋加茂街道下ル

北区衣笠鏡石町４７番外
左京区八瀬秋元町１２５－１
中京区間ノ町二条上ル夷町５８４

http://www.harvestclub.com/Un/Hotel/Kg/index.html
http://www.denkikenpo.or.jp/member/health/resort01_02.html

http://tougetsu.bookkyotohotels.com/ja/

ホテル

東山閣

参照

南区九条町１
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

下京区烏丸通松原下ル五条烏丸町３９３
中京区壬生坊城６－２
下京区四条通烏丸東入る長刀鉾町２８
右京区花園妙心寺町５９ 妙心寺内

http://www.toyoko-inn.com/hotel/00040/index.html

京都市下京区東中筋通七条上がる文覚町３９５

西京区嵐山西一川町２－１

http://www.toyoko-inn.com/hotel/00027/index.html
http://www.toyoko-inn.com/hotel/00053/index.html

なごみ宿
京嵐山亭

都和

参照

上京区中立売通浄福寺東入新桝屋町４２７
下京区塩小路通東洞院西入東塩小路町５４５

http://www.tenawan.ne.jp/u/tomiya/sp/

中京区富小路三条上ル福長町１０９－２
下京区東塩小路町５５８－８
下京区七条新町西夷之７１３
西京区西一ノ川町１－１
西京区嵐山中尾下町５４－４
下京区弁財天町３２６

http://city-pension-tommy-rich-inn-kyoto.bookkyotohotels.com/ja/

http://www.hotespa.net/hotels/kyoto/

http://www.togetsutei.co.jp/
http://www.14haru.com/
京都トラベラーズイン

京都東急ホテル
上京区笹屋町３丁目６３９
中京区新椹木町通二条上ル角倉町２２６
上京区下立売通烏丸西入五町目町177-1
中京区両替町通姉小路下る柿本392
東山区三条通白川橋西入今小路町92-1

参照

参照
http://ryokantori.com/
http://www.hoteldorf.jp/

旅 館 名
中川
（京の宿）梨の木
京都南禅寺倶楽部
ナインアワーズ京都寺町
中野
ナ 中島家
なかむら （民宿）
なごみ宿 都和
夏子の家 （民宿 小畑夏子）
南禅会館

西喜楼
西陣 （Ｌ・Ｈ）
西陣荘
日昇別荘
日本館
ニュー 銀閣イン
仁和寺 御室会館
ニ
日昇館尚心亭
ＮＩＳＨＩＹＡＭＡ ＲＹＯＫＡＮ
（要庵）西富家
(御宿) にわ
西陣伊佐町町家（庵）
西木屋町仏光寺上る

℡

住

所

備

ＨＰ

考

５６１－２２２１ 東山区下河原町463-30 八坂鳥居前高台寺石塀小路
２４１－１５４３

京の宿

梨の木

参照

７５２－３２１１ 左京区南禅寺福地町２７
３５３－９００５ （カプセルホテル）

https://ninehours.co.jp/kyoto/

５６１－２０６１ 東山区祇園町南側５７０－８
３５１－３８８６ 下京区高倉通仏光寺上ル西前町３６９番地
７８１－３３１０ 左京区上高野上荒蒔町１０－４
３７１－５４２１ 京都市下京区東中筋通七条上がる文覚町３９５

http://www.kyotowa.jp/

８７１－６４０６ 右京区嵯峨釈迦堂門前藤ノ木町５
７７１－２８４６ 左京区南禅寺福地町

http://nanzenkaikan.com/

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/

４１５－１０１０ 上京区堀川寺ノ内西入ル200ｍ北側
４４１－６８６０ 上京区元誓願寺通り堀川東入ル西町４５８

http://nishijinso.com/
http://nissho-besso.com/
http://home.h07.itscom.net/nihonkan/

２２１－７８７８ 中京区三条富小路西入ル中之町１３
３７１－３１２５ 下京区烏丸通七条下ル東塩小路町６９６－１
３４１－２８８４ 下京区東洞院七条下ル東塩小路町５０８－１
４６４－３６６４ 右京区御室大門３３

http://www.ginkaku.com/facilities/newginkakuinn.html

http://www.ninnaji.or.jp/syukubou/
http://nishokan.com/
http://www.kyoto-nishiyama.com/

７６１－８１１１ 東山区三条大橋東入ル２丁目５７
２２２－１１６６ 中京区御幸町二条下ル山本町４３３
２１１－２４１１
３５１－１８０８

要庵
御宿

西富家 参照
にわ参照

３５２－０２１１ 上京区大宮通上立売上ル西入ル
３５３－８５７８ 下京区西木屋町通市之町２６０－１９

http://www.kyoto-machiya.com/machiya/isa.html
http://agaru168.jp/Welcome.html

布屋

２１１－８１０９ 上京区油小路丸太町上ル米屋町２８１

http://www.nunoya.net/

然林房

４９１－２２３１ 北区鷹峰北鷹峰４０

http://www.nenrinbo.com/

野菊 （民宿）
ノク(ロキシー)京都ホテル
望庵（のぞみあん）

８７２－５２３１ 右京区嵯峨大覚寺門前登り町１８
２２１－０２２２ 中京区烏丸通丸太町下る大倉町２０５－１

https://www.nokuroxy.com/ja/about-noku-roxy/

ヌ

ネ

ノ

080-4022-8310 東山区金園町３８８－３

旅

館

名

ハートンホテル京都
（京都）花ホテル
ザ・パレスサイドホテル
はりま屋
ハイアットリージェンシー京都
ハトヤ瑞鳳閣→京湯元ハトヤ瑞鳳閣
花筏 （はないかだ）
ハ
花園会館
花屋旅館
花屋旅館
花のいえ（公立学校共済嵐山保養所）
播州館
花屋敷 浮舟園
柊家別館
柊家旅館
東山祗園 （Ｐ）
Ｂ＆Ｂ帯座
広田ゲストハウス
平新
(宿屋) 平岩
百万遍Ｃｒｏｓｓ
ひふみ旅館
ビジネスホテル嵐山
ヒ
ピースホステル京都
ピースホステル三条
（旅館）ひのもと
(ﾎﾃﾙ)ビナリオ嵯峨嵐山
(ﾎﾃﾙ)ビスタプレミオ京都
(ﾎﾃﾙ)ビスタプレミオ京都 和邸
（京都）東山荘

冨月
ふるさと（八瀬かまぶろ）
プチホテル京都 （Ｐ）
藤家旅館
福家旅館
フォーシーズンズホテル京都
フ
フェアフィールドハウス
ファーストキャビン京都烏丸
富久家
ｐｒｉｎｚ（プリンツ）
（京都）ブライトンホテル

℡
２２２－１３００
７５４－０８７０
４１５－８８８７
７５１－９８１０
５４１－１２３４
３６１－１２３１
８６１－０２２８
４６１－６８５７
３５１－４３９８
３５１－０８７０
８６１－１５４５
７７１－１８０４

住

所

備

ＨＰ

考

中京区東洞院通御池上ル船屋町４０５

http://www.hearton.co.jp/kyoto/
京都花ホテル

参照

ザ・パレスサイドホテル

参照

京湯元ハトヤ瑞鳳閣

参照

左京区聖護院川原町１１ 京大病院前
東山区三十三間堂廻り町６４４－２

https://kyoto.regency.hyatt.com/ja/hotel/home.html

西京区嵐山中尾下町５７ 渡月橋南詰
右京区花園妙心寺町３（木辻北１－５）
下京区西木屋町四条下ル船頭町２０１

http://www.hanaikada.co.jp/
http://www.hanazonokaikan.com/

下京区仏光寺西洞院西入ル木賊山町１８０－１

http://www.hana-ya.info/
http://hananoie.gr.jp/

右京区嵯峨天龍寺角倉町９
左京区聖護院川原町２

0774-24-5656 宇治市塔ノ川２０
２３１－０１５１
２２１－１１３６
８８２－１１８１
４０６－１９３８
２２１－２４７４
２２１－０１２１
３５１－６７４８

中京区御幸町二条下ル山本町４３１
中京区麩屋町姉小路上る中白山町２７７
東山区白川筋三条下ル東側４７４－２３
北区紫竹高縄町５
中京区二条富小路西晴明町
中京区蛸薬師通高倉西入ル泉正寺町３１４

３７１－１２３８
８６４－２５８８
６９３－７０７７
７４６－３６８８
３５１－４５６３
８７１－９７１１
２５６－５８８８
２５２－１６６６
５２５－８２８８

下京区不明門通七条下ル東塩小路町７１１
西京区嵐山上河原町１番地３
南区東九条東山王町２１－１
中京区富小路三条下る朝倉町５３１
下京区河原町松原上ル幸竹町３７５

５６１－５９３７
７９１－４１２６
４３１－５１３６
３５１－３８９４
３７１－２７４７
５４１－８２８８
４０６－１８７８
３６１－１１１３
５６１－４６６１
７１２－３９００
４４１－４４１１

東山区ぎおん町南側５７０
左京区八瀬近衛２３９
上京区今出川堀川西南側元伊佐町２８１
下京区不明門七条下ル東塩小路町７３５
下京区西新屋敷上之町１－５
東山区妙法院前側町４４５－３
下京区岩上通仏光寺上る雁金町４０１
下京区烏丸仏光寺
東山区下河原上弁天町４４３－３
左京区田中高原町５

取扱不可（2018年10月よりJTBクーポンでも不可）
http://www.hiiragiya.co.jp/bekkan/
http://www.hiiragiya.co.jp/about/
http://www.kid97.co.jp/st-kyoto/ps-higashiyama.html

http://www.bb-obiza.com/
http://www.hirashin.co.jp/
宿屋

平岩

参照
https://www.gh100manben.jp/
http://www.kyoto-hifumi.co.jp/
http://bha.jp/
http://www.piecehostel.com/kyoto/jp/
http://www.piecehostel.com/sanjo/jp/
http://ryokan-hinomoto.jp/

ホテル
ホテル

ビナリオ嵯峨嵐山
ビスタプレミオ京都

ホテル ビスタプレミオ京都 和邸

京都

参照
参照
参照

東山荘参照

https://gionfu-getsu.jimdo.com/%E5%92%8C%E7%A9%BA%E9%96%93%E5%86%A8%E6%9C%88/

http://www.kamaburo.co.jp/
http://www.ph-kyoto.co.jp/
http://fujiyaryokan.com/
http://www.fourseasons.com/jp/kyoto/
http://fairfield-house.jp/about/JP/homeJP.html

http://first-cabin.jp/locationlist/kyoto.html
http://www.prinz.jp/apartotel.html
京都ブライトンホテル

参照

平安荘
(ﾎﾃﾙ)平安の森京都
（山ばな）平八茶屋
平安坊
ベッセルホテルカンパーナ京都五条
ヘ
ペンション祗園
御所西 京都平安ホテル
ペンション北白川
ペンション恋都（こと）

３５１－５１０１
７６１－９１１１
７８１－５００８
３５１－０６５０
３５３－１０００
５２５－２１５２
４３２－６１８１
７２１－５２９０

下京区木屋町仏光寺上ル

北海館 お花坊
（京都）堀川イン
ホテルグレイスリー京都三条北館
ホテルグレイスリー京都三条南館
ＨＯＴＥＬ ＳＨＥ， ＫＹＯＴＯ
ポイントバケーション京都岡崎
星のや 京都
法華クラブ京都店
ホテル 京阪京都グランデ
ホテル 京阪京都八条口
ホテル アンテルーム 京都

３７１－３６８８
２１２－１１２２
２２２－１１１１
２２２－１１１３
６３４－８３４０
７５４－０７８０
８７１－０００２
３６１－１２５１
６６１－０３２１
６６２－０３２１
６８１－５６５６

下京区不明門通下数珠屋町上ル卓屋町６６－２

ホテル
ホテル

３４４－３８１５ 下京区烏丸通六条下る北町１８５
３５２－１７１７ 下京区松原通烏丸東入ル南側

カンラ京都
京都ベース

ホテル ギンモンド京都
ホテル グランヴィア京都
ホテル グランエムズ京都
ホテル エムズ・エスト四条烏丸
ホテル エムズ・プラス四条大宮
ホ ホテル グランバッハ京都
ホテル ささりんどう
ホテル サンライン祇園四条
ホテル チェックイン四条烏丸
ホテルドルフ河原町二条
ホテル 日航プリンセス京都
ホテル 東山閣
ホテル ビスタプレミオ京都
ホテル ビスタプレミオ京都 和邸
ホテル ビナリオ嵯峨嵐山
ホテル 平安の森京都
ホテル ぽんと
ホテル マイステイズ京都四条
ホテル モントレ京都
ホテル リオンドール
堀川畔 梅村
ホテル 本能寺 （本能寺会館）
ホテルアルザ京都
先斗町別館
ホテルインターゲート京都四条新町

ホテル平安の森京都

山ばな平八茶屋

参照

参照

下京区鳥丸通七条下る西入東塩小路町７２５

http://www.kyo-yado.com/heianbo/top.html
http://www.vessel-hotel.jp/campana/kyoto/

下京区東洞院通五条下ル下万寿寺町４９８
東山区四条花見小路下る安井小松町５６２

http://www.gion-souen.com/index.html
http://kyoto-heian-hotel.com/

上京区烏丸通上長者町上ル龍前町５９８－１

左京区北白川上別当町５
９３４－５０１０南区東久世川原町１３２

２２１－４１１１
３４４－８８８８
２４１－２０００
３５３－５２９０
８１３－０２５８
２２１－２２１１
５４１－７１７７
５３２－００５５
２５２－５１００
２１２－３４５６
３４２－２１１１
５６１－４９８１
２５６－５８８８
２５２－１６６６
８７１－９７１１
７６１－９１１１
２１２－１０００
２８３－３９３９
２５１－７１１１

参照

中京区新京極通三条下ル桜之町406番地
中京区六角通寺町東入桜之町420番
南区東九条南烏丸町１６
左京区岡崎円勝寺町１５４
西京区嵐山元録山町１１－２

https://gracery.com/kyoto/
https://gracery.com/kyoto/
http://www.hotelshekyoto.com/
http://www.pvr.jp/RV02/pv_kyoto.php
http://hoshinoyakyoto.jp/?_ga=1.66531566.1336066417.1486090004

下京区塩小路通烏丸西入ル東塩小路５７９－１６

https://www.hokke.co.jp/kyoto/
https://www.hotelkeihan.co.jp/kyoto/
http://hotel-anteroom.com/
http://hotel-anteroom.com/

南区東九条西山王町31
南区東九条南山王町5-1
南区東九条明田町７番

http://www.hotelkanra.jp/
http://www.hotel-kyotobase.com/

中京区御池通高倉西入ル亀甲屋町５９５
下京区鳥丸通塩小路下ルＪＲ京都駅中央口
中京区河原町通三条上ル下丸屋町
下京区東洞院四条下る元悪王子町４１
中京区四条通大宮西入錦大宮町１１４
下京区奈良物町３６３
東山区祗園町南側５７０－１０２
東山区八坂鳥居前下ル清井町４９３－１
中京区手洗水町６５４番地２
中京区新椹木町通二条上ル角倉町２２６
下京区烏丸高辻東入ル高橋町６３０－１
東山区東山七条上ル妙法院前側町４３１
中京区新京極通三条下ル東入ル松ヶ枝町
中京区新町通六角下ル六角町371
右京区嵯峨天寺竜寺広道町３－４
左京区岡崎東天王寺町５１
中京区下樵木町１９６
下京区四条通油小路東入ル傘鉾町５２
中京区烏丸三条南

２５６－１３５５
４４１－８４０４
２３１－３１２３
５６１－１０３３
７４４－１９５２
２５５－２２２１

http://www.ohanabo.com/
京都堀川イン

https://gimmond.co.jp/
http://www.granvia-kyoto.co.jp/
http://granms.jp/
https://hotelms.jp/msestkarasuma/
https://hotelms.jp/msplusomiya/
http://www.grandbach.com/kyoto/
http://www.sasarindou.jp/
http://www.h-sunline.co.jp/kyotogion/
http://www.checkin.co.jp/shijo-karasuma/
http://www.hoteldorf.jp/
http://princess-kyoto.co.jp/
http://www.sanyo-kogyo.co.jp/tozankaku/
http://www.hotel-vista.jp/kyoto-kawaramachi/

http://www.hotel-vista.jp/kyoto-nagomitei/

http://hotel-binario.jp/
http://www.hmi-ryokan.jp/heiannomori/
http://ponto.kyoto.jp/
https ://w w w .m ys tays .com /ja/hotel/k yoto/hotel-m ys tays -k yoto-s hijo/?cid=l_pc_ya_s e_c_m s _k yt_00051

https://www.hotelmonterey.co.jp/kyoto/
シティペンションリオンドール

参照

上京区東堀川中立売下ル堀川一町目
中京区御池通河原町西入ル下本能寺前５２２

東山区大和大路通三条下る3丁目弁財天町33
中京区先斗町四条上る東側
中京区新町通錦小路上る百足屋町387

http://www.honnoji.co.jp/-/shell/way
http://www.hotel-alza.jp/
https://www.villapontocho.net/

旅

館

名

℡

住

所

舞風館
丸家旅館
松葉家 旅館
松葉屋 旅館
松井別館 花かんざし
松本旅館
松春旅館
松亀旅館
松井本館
マ
ますや旅館
マインド・ゲーム （Ｐ）
ますや
（宿や）萬治郎
(ﾎﾃﾙ)マイステイズ京都四条
（京町家宿）松庵
(京町宿）馬ごころ
（京のお宿） まるやま
町家小宿 京のおおぞら

５２５－５５１４ 東山区八坂神社南門前

三木半
三福
美里 （民宿）
みやこ鳥
三井ガーデンホテル京都三条
三井ガーデンホテル京都四条
三井ガーデンホテル京都新町別邸
妙顕寺 （宿坊）
妙蓮寺 （宿坊）
ミ
妙心寺 東林院
妙心寺 春光院
民宿 大原辻
民宿 梅次郎
満き（みつき）
MIMARU京都 堀川六角
都ホテル 京都八条
都シティ 近鉄京都駅

２２１－５１８９ 中京区麩屋町六角東入ル八百屋町９６

村かみ
（旅館）紫
Ｍｕｍｅ
結庵 嵐山（むすびあん）
ム
結庵 祇園鴨川
室町ゆとね
紫野ゲストハウス

５４１－００１１ 東山区八坂新地清本町３６６－２

７６１－３１６１ 左京区聖護院川原町２

備

ＨＰ

考

http://www.maifukan.com/
http://www.nande.com/ryokanmaruya/
http://www.matsubayainn.com/

京大病院前

３５１－３７２７ 下京区上珠数屋町通東洞院西入上数珠屋町３２９
４５１－１１３９ 上京区下立売通堀川東入東橋詰町１７３
２２１－６６８８ 中京区六角通高倉東入ル堀之上町１２６

http://www.matsui-hanakanzashi.com/
http://matsumoto.kyoto-ekimae.com/

３７１－２６２２ 下京区塩小路通烏丸西入東塩小路町５７９
５６１－１３３８ 東山区下河原町４６３－２
３７１－６７３９ 下京区不明門通塩小路上ル東塩小路町

http://matsukame-kyoto.com/
http://www.matsui-inn.com/
http://www.kyoto-masuya.com/
http://www.mind-games.jp/

２２１－３５３５ 中京区柳馬場通六角下ル井筒屋町４０５
７７１－３０６６ 左京区新麩屋町通仁王門下ル大菊町１４５
８７１－３９００ 右京区嵯峨天竜寺車道町４８－５
８６１－０１３５ 右京区嵯峨清滝町４

http://sagatofu-morika.co.jp/masuya.html

５５１－５０１０

宿や

２８３－３９３９

ホテルマイステイズ京都四条

４６８－１３８６

京町家宿 松庵 参照
京町宿 馬ごころ 参照
京のお宿 まるやま 参照

090-3925-0556
７７１－５８６０

萬治郎

参照
参照

５７４－７５５７ 中京区壬生松原町４４－１

http://www.mikihan.com/
http://www.kyoto-mifuku.jp/

２２１－５６９６ 中京区先斗町三条下ル若松町１４０
７４４－２１７６ 左京区大原戸寺町９８
４４１－５２８５ 北区北大路橋西詰下ル出雲路松ノ下町１－６
２５６－３３３１ 中京区三条通烏丸西入御倉町８０

http://www.gardenhotels.co.jp/kyoto-sanjo/

３６１－５５３１ 下京区西洞院通四条下ル妙伝寺町７０７－１

http://www.gardenhotels.co.jp/kyoto-shijo/

２５７－１１３１ 中京区六角町３６１

http://www.gardenhotels.co.jp/kyoto-shinmachi/

４１４－０８０８ 上京区妙顕寺前町５１５

https://www.shikaishodo-myokenji.org/宿坊/

４５１－３５２７ 上京区妙蓮寺前町８７５
４６３－１３３４ 右京区花園妙心寺町５９

右京区花園妙心寺町４２
７４４－２２２５ 左京区大原草生町４５

http://ohara-tsuji.jp/

８７１－５８７４ 右京区嵯峨大覚寺門前宮ノ下町10-2
２３１－３５２２ 中京区竹屋町室町東入る亀屋町142

http://www.mitsuki-kyoto.jp/jp/index.html

５８５－５５１６ 中京区堀川通六角下る壺屋町249
６６１－７１１１ 南区西九条町17

元

６９２－２１１１ 下京区東塩小路釜殿町1-9

お届けのみ

新都ホテル
元ホテル近鉄京都駅

５４１－７００４ 東山区祇園町南側５７０－７
５２５－８８２５ 東山区新門前通梅本町２６１

http://www.hotelmume.jp/main.html

８６２－４１９５ 西京区嵐山中尾下町５１

http://musubi-an.jp/reservation/room.html

６０６－５１１１ 東山区宮川筋1丁目２３４

http://musubi-an.jp/reservation/g-room.html

３４２－６２２６ 下京区室町新町の間松原下る徳万町１９９番地

http://www.kyokoyado.com/muromachi/

080-5342-4294 北区紫野門前町44-10

メ
元奈古
(ﾎﾃﾙ)モントレ京都
聞法会館
モ もみぢ家
もみぢ家別館
MOGANA(ﾓｶﾞﾅ)

５６１－２０８７ 東山区高台寺道鷲尾町５１１
２５１－７１１１

http://www.motonago.com/
ホテルモントレ京都

参照

３４２－１１２２ 下京区堀川通花屋町上ル柿本町６００－１

http://monbou.jp/

８７１－１００５ 右京区梅ヶ畑西ノ畑町２

http://www.momijiya.jp/honkan/index.html

８８１－３２１１ 右京区梅ヶ畑御経坂町３１

http://www.momijiya.jp/hanare/index.html

６０６－５２８１ 中京区小川通御池下る壺屋町450

https://yadomogana.com/

旅

館

名

℡

住

所

備

安本旅館
八瀬かまぶろ温泉 叡麓館
大和屋
八千代
やまざき
やまと
八坂 ゆとね
宿や 平岩
ヤ
宿や 萬治郎
山名
山志多
山田屋旅館
やまと旅館
山ばな平八茶屋
山茂登旅館（やまもと）

３７１－２６０７ 下京区油小路通七条一筋上ル玉本町１８９

幸よし旅館
豊家
遊行庵（宿坊）（ゆぎょうあん）
湯の宿 松栄（しょうえい）
ユ （八坂）ゆとね
柚子屋旅館 一心居
(ﾎﾃﾙ)ユニゾ京都四条烏丸
ユニゾイン京都河原町四条

５６１－７０８０ 東山区大和大路松原西入

よしかわ （民宿）
（祗園）吉今
（高台寺）よ志のや
吉川
吉水
ヨ
吉屋

５５１－３４４４ 東山区五条橋東６丁目５８３－３ 清水市営駐車場前

吉田山荘

ＨＰ

考

７８１－５１２６ 左京区八瀬野瀬１１２
２３１－１９３０ 上京区河原町丸太町東二筋目上る
７７１－４１４８ 左京区南禅寺福地町３４

http://www.ryokan-yachiyo.com/
http://www.ryokan-yamazaki.co.jp/

８８１－２３０３ 右京区梅ヶ畑高鼻町・高畠長町１３ ８６４－１３１２
５２５－１００７ 東山区大和大路七条上ル大和大路２丁目537-1
５３３－６２２６ 東山区下河原通高台寺下ル南町４１３番地

http://www.kyokoyado.com/
http://yadoya-hiraiwa.kyoto/
http://www.kiyomizu-manjiro.com/

３５１－６７４８ 下京区二ノ宮町通上ノ口上ル早尾町３１４
５５１－５０１０ 東山区清水二丁目２０８－１７
５６１－１７１７ 東山区祗園縄手四条上ル新橋６０５
５６１－７５２８ 東山区祗園下河原八坂鳥居前祇園町南側５０１－３
３７１－３１２７ 下京区烏丸通東本願寺前亀町６
７８１－５００８ 左京区山端川岸町８－１

http://www.yamadayaryokan.com/
http://www.yamato-inn.jp/
https://www.heihachi.co.jp/

５６１－０７８７ 東山区五条橋東３－４１２

http://www.yamamotoryokan.com/index.html

３４３－２４６２ 下京区朱雀正会町１５

２３１－３８１７ 中京区木屋町三条上ル
５３２－２７７０ 東山区祇園町南側５２９

長楽寺

http://www.kyo-yado.com/yugyo-an/top.html

３５１－４０８４ 下京区壬生川通正面西入ル

http://www.yunoyadosyouei.jp/
八坂

５３３－６２２６
５３３－６３６９ 東山区祗園町南側５４５

参照

八坂神社南隣

２４１－４１２５ 下京区四条通西洞院東入郭巨山町８番
２５２－３４８９ 中京区河原町通り三条下ル2丁目山崎町240

http://yuzuyaryokan.com/
お届けのみ可能
お届けのみ可能

５６１－２６２０

祗園

５３３－７０６０

高台寺

２２１－５５４４ 中京区富小路御池下ル松下町１３５
５５１－３９９５ 東山区円山町７－３

ゆとね

円山公園弁天堂上

吉今

参照

よ志のや

参照

http://www.kyoto-yoshikawa.co.jp/#
http://www.yoshimizu.com/index.html

２３１－５３９１ 中京区木屋町二条下ル
７７１－６１２５ 左京区吉田下大路町５９－１

神楽岡通南端

http://www.yoshidasanso.com/

旅

館

名

℡

（旅亭）嵐月
洛兆
洛頂旅館（RAKUTYHO）
らくなん （民宿）
洛南会館
ラ 洛風荘 （ＮＨＫ）
洛北荘（東京都電気健保組合）
らんざん（京都厚生年金ｾﾝﾀｰ）
嵐楼閣

８６５－２０００
３５１－２８０１
７８１－２５６８
６８１－３９１４
６９１－３１０１
７７１－１０１８
７０２－１０７７
８６４－００８８
８８１－１１９５

リーガロイヤルホテル京都
（京都石塀小路）龍吟（ﾘｭｳｷﾞﾝ）
(ﾎﾃﾙ)リオンドール
ザ・リッツ・カールトン京都
(ﾎﾃﾙ)リソル京都河原町三条
(ﾎﾃﾙ)リソル京都四条室町
(ﾎﾃﾙ)リソルトリニティ御池麩屋町
リノホテル京都
旅庵 花月
（別邸 花伝）
リ
りょうぜん （Ｈ）
旅館 京らく
旅館 若みや
緑風荘 （Ｈ）
旅亭 嵐月
旅館 東籬(とうり)
リブマックス京都駅前
リブマックス京都五条

３４１－１１２１
７４８－１８４０
２５６－１３５５
７４６－５５５５
２５５－９２６９
３６５－９２６９
３６５－９２７０
３１６－１２００
２１２－７１００
５６１－７１０７
３７１－１２６０
３５３－７５０１
３４１－７２０１
８６５－２０００
２０５－３４９２
３５４－７１００
３４１－１１７４

ル

レ

ロ

住

所

備
旅亭

嵐月

ＨＰ

考

参照

下京区西洞院花屋町下ル西洞院町４４５
左京区白河北大路府立大学バス亭上る西側
南区西九条蔵王町１９
南区九条町１
左京区岡崎法勝寺町５８
左京区八瀬秋元町１２５－１
右京区嵯峨天竜寺芒ノ馬場３３
西京区嵐山中尾下町５４－２

http://www.rakuchou.co.jp/
http://www003.upp.so-net.ne.jp/rakucho-ryokan/indx.html

http://www.denkikenpo.or.jp/member/health/resort01_02.html

http://www.kyoto-ranzan.jp/

下京区堀川塩小路下ル松明町１

http://www.rihga.co.jp/kyoto/index.html
京都石塀小路

龍吟

参照

シティペンションリオンドール参照

中京区鴨川二条大橋畔
中京区河原町通三条下る大黒町59-1
下京区室町通高辻上る山王町554
下京区室町通高辻上る山王町555
右京区西院三蔵１７
中京区東洞院六角東入ル膝屋町１９１
東山区清閑寺霊山町７
下京区不明門通七条上る粉川町２３１
下京区七条通西洞院東入夷之町７０１
下京区西洞院六条上ル金屋町４９０
右京区天竜寺芒ノ馬場７
上京区笹屋町３丁目６３９
下京区夷之町１３
下京区猪熊通り五条西入柿本町６９８－２

お届けのみ
お届けのみ

http://www.ritzcarlton-kyoto.jp/
https://www.resol-kyoto-k.com/
https://www.resol-kyoto-s.com/
https://www.resol-kyoto-o.com/
http://www.rhino.co.jp/
http://kyotokazuki.jp/group/
http://www.ryozen.jp/
http://www.ryokankyoraku.jp/
http://www.kyoto-wakamiya.net/index.html
http://ryokufuso.jp/
http://www.rangetsu.jp/index2.html
http://ryokantori.com/
http://www.hotel-livemax.com/kyoto/kyotost/
http://www.hotel-livemax.com/kyoto/gojo/

ルビノ京都堀川
るり渓

４３２－６１６１ 上京区東堀川通下長者町下ル
５６１－２２８５ 東山区大和大路四条下ル団栗橋東入る南側

レディースホテル西陣
レディースイン さかた
レ・トロワ メゾン

４１５－１０１０ 上京区堀川寺之内西入
５４１－２１０８ 東山区高台寺桝屋町３５０－１３
９５０－７２９９ 上京区五辻通千本東入二筋目上ル姥ヶ榎木町８４８

http://east-meets-west.jp/shopinfo/ton-temps/

鹿王院 （宿坊）
ロッジ(国立京都国際会館)
鹿麓（ろくろく）

８６１－１６４５ 右京区嵯峨北堀町２４
７０５－１２６５ 左京区宝が池
７７１－６９６９ 左京区鹿ケ谷寺ノ前町６１

http://www.rokuroku.kyoto.jp/japanese/index.html

http://www.rubino.gr.jp/

旅

ワ

館

名

℡

住

所

備

考

ＨＰ

若竹

８７１－１７８２ 右京区太秦堀ヶ内３３

（旅館）若みや

３５３－７５０１ 下京区七条通西洞院東入夷之町７０１

http://www.kyoto-wakamiya.net/

若葉寮

７２１－３１６１ 左京区下鴨西高木３７

http://www.shimogamo-fukusuke.co.jp/minshuku/index.html

若葉家旅館

７７１－４３４５ 左京区聖護院川原町２９

和順会館

２０５－５０１３ 東山区林下町４００

綿善旅館

２２３－０１１１ 中京区柳馬場通六角下ル井筒屋町４１１

わたなべ旅館

５４１－０１０８ 東山区下河原鳥居前下

和楽庵
わらびの里

京大病院前

知恩院

http://www.watazen.com/

高台寺道.霊山観音手前北

７７１－５５７５ 左京区聖護院山王町１９－２

（民宿）

http://www.wajun-kaikan.jp/

８７１－４１６９ 右京区北嵯峨六代芝町２４－１

http://kyotoguesthouse.net/

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 嵐山地区除く全域
2018年10月より、JTBのクーポンをお持ちの場合でも
亀岡 湯の花温泉のお宿、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。

