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株式会社　洛雲荘 Kita-ku 京都市北区雲ケ畑出谷町343
株式会社　洛雲荘
代表取締役　波多野　勝造

旅館 1957/10/1

京都イン加茂川 Kita-ku
京都市北区鞍馬口通り寺町東入鞍馬口町302-
5.302-6

成瀬　幸甫
簡易宿所 1980/8/13

旅館　ホテル　マイアミ Kita-ku 京都市北区上賀茂桜井町32
関西総合通商　株式会社
代表取締役　大宮　方子

旅館 1985/2/8

四季育む宿　然林房 Kita-ku 京都市北区鷹峯北鷹峯町40
株式会社　然林房
代表取締役　馬渕　真理子

旅館 1989/8/22

大森キャンプ場 Kita-ku 京都市北区大森東町340-2,358番地
有限会社　大森リゾート
代表取締役　谷本　弘治

簡易宿所 1996/12/26

島津製作所共済会　柴明荘 Kita-ku 京都市北区出雲路俵町５２ー８
（株）島津製作所共済会
理事長　藤城　亨

旅館 1997/4/25

小世界旅社 Kita-ku 京都市北区紫野下鳥田町２９
山本　亮太

簡易宿所 2005/1/17

ゲストハウス“ボン” Kita-ku 京都市北区紫野上門前町６３－２
谷口　和生

簡易宿所 2005/3/29

び庵 Kita-ku 京都市北区小山下総町５１
小西　歩

簡易宿所 2005/4/1

月光荘 Kita-ku 京都市北区紫野南舟岡町73-18
雨宮　しゅう一郎

簡易宿所 2005/9/9

ホワイトハウス西陣 Kita-ku 京都市北区紫野北舟岡町１９－２
山集　広恵

簡易宿所 2007/1/26

四季倶楽部　京都加茂川荘 Kita-ku 京都市北区小山下内河原町６
株式会社四季リゾーツ
代表取締役　山中　直樹

旅館 2009/11/10

京宿家　紫野しおん庵 Kita-ku 京都市北区紫野南舟岡町７３番２０
小嶋　寛信

簡易宿所 2011/3/9

サクラホテル　レジェンド Kita-ku 京都市北区北野上白梅町６２－１，６２－３
三光開発株式会社
代表取締役　加藤　透

簡易宿所 2011/6/24

ＧＵＥＳＴ　ＨＯＵＳＥ　桜こまち Kita-ku 京都市北区衣笠街道町１０－２
寺石　逸子

簡易宿所 2011/8/9

グリーンゲーブルズ町家 Kita-ku 京都市北区紫竹西南町６７－４
清水　順子

簡易宿所 2012/6/12

船岡温泉ゲストハウス Kita-ku 京都市北区紫野東藤ノ森町１１－５－２
大野　義男

簡易宿所 2014/3/26

風良都 Kita-ku 京都市北区紫野西御所田町12
株式会社フラット・エージェンシー
代表取締役　吉田　光一

簡易宿所 2014/6/23

大徳寺北側　清寂の家 Kita-ku 京都市北区紫竹西南町37-13
山本　晋平

簡易宿所 2014/6/25

東急ハーヴェストクラブ京都鷹峯＆ＶＩ
ＡＬＡ

Kita-ku 京都市北区衣笠鏡石町４７番
株式会社東急リゾートサービス
代表取締役　速川　智行

ホテル 2014/8/25

Ｂ＆Ｂ　帯座 Kita-ku 京都市北区紫竹高縄町５
石原　啓子

簡易宿所 2015/1/6

エキスポ　ホステル　ニシ Kita-ku 京都市北区紫野西藤ノ森町１番地の４９
株式会社　新和建設
代表取締役　小森　裕

簡易宿所 2015/6/9
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孤舟 Kita-ku 京都市北区紫野北舟岡町27番地184
鎌塚　慶一郎

簡易宿所 2015/8/28

六壺 Kita-ku 京都市北区紫野上門前町４１番地
沖　祐佳

簡易宿所 2015/9/7

Ｖｉｌｌａ　Ｉｎｃｏｇｎｉｔｏ Kita-ku 京都市北区紫野上柏野町５３番地４
Ｈｉｇｈ　Ｆｉｖｅ　Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ株式会社
代表取締役　サイモン・グランバーガー

簡易宿所 2015/10/14

大慈院　離れ Kita-ku 京都市北区紫野大徳寺町４番地１
特定非営利活動法人　京都文化協会
理事　田辺　幸次

簡易宿所 2015/10/15

Theatre and Library Residence Kita-ku 京都市北区紫野上柏野町３２番地１２
吉原　理江子

簡易宿所 2015/12/22

エキスポ　ホステル　織 Kita-ku 京都市北区紫野西藤ノ森町２番地の４
株式会社　新和建設
代表取締役　小森　裕

簡易宿所 2015/12/25

笹舟庵 Kita-ku 京都市北区紫野北舟岡町18番地10
山田　篤志

簡易宿所 2016/1/29

聚楽の家 Kita-ku 京都市北区紫野北舟岡町２４番地２６
株式会社　ＭｅｅｔＵｓ
代表取締役　安藤　真

簡易宿所 2016/3/22

たたみ家 Kita-ku 京都市北区上賀茂朝露ケ原町１１番地７
合同会社　プラジェータ
代表社員　過能　朋美

簡易宿所 2016/3/31

西陣之郷 Kita-ku 京都市北区紫野中柏野町４８番地１０
大仁　宏之

簡易宿所 2016/3/31

花ノ坊　金閣寺道 Kita-ku 京都市北区紫野南花ノ坊町４１番地３
株式会社デイバイデイ
代表取締役　石井　浩文

簡易宿所 2016/4/8

柏屋 Kita-ku 京都市北区紫野上柏野町５９番地１０
伸星工務株式会社
代表取締役　柏　茂

簡易宿所 2016/4/15

京宿　紫野庵 Kita-ku 京都市北区紫野西御所田町３５番地
株式会社　フラット・エージェンシー
代表取締役　吉田　創一

簡易宿所 2016/5/11

Ｂ＆Ｂ　ＫＩＯＴＯ Kita-ku 京都市北区紫野石龍町４２番地
早川　章子

簡易宿所 2016/5/20

いろは Kita-ku 京都市北区平野鳥居前町２４番地５４
特定非営利活動法人　クリエーターズ・ジャパン
理事　村岸　秀和

簡易宿所 2016/5/20

鈴　紫野 Kita-ku 京都市北区紫野中柏野町１０番地６
トレバー・イー・オペルト

簡易宿所 2016/6/7

京　ＯＨＢＵ　５ Kita-ku 京都市北区小山中溝町３２番地３３
片岡　聡

簡易宿所 2016/6/7

京宿　八重櫻 Kita-ku 京都市北区衣笠天神森町３１番地
張　琴

簡易宿所 2016/6/9

五月庵 Kita-ku 京都市北区紫野上御所田町１６番地
株式会社　アパライフクリエイト
代表取締役　田中　裕仁

簡易宿所 2016/6/22

鞍馬口　寿星 Kita-ku 京都市北区鞍馬口通室町東入小山町228番地５
小西　宏

簡易宿所 2016/6/27

善右衛門 Kita-ku 京都市北区雲ケ畑出谷町1番地
久保　常次

簡易宿所 2016/6/27

Ｔｈｅ　ｈｉｓｔｏｒｉｃ Kita-ku 京都市北区紫野西御所田町３６番地７
嶋田　健

簡易宿所 2016/7/4
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真如寺　書院 Kita-ku 京都市北区等持院北町６１番地
特定非営利活動法人　京都文化協会
理事　田辺　幸次

簡易宿所 2016/7/6

Ｋ－ｓｔｙｌｅ Kita-ku 京都市北区紫野上柏野町４６番地２２
藤野　雅士

簡易宿所 2016/7/7

きんかく楼 Kita-ku 京都市北区紫野南舟岡町９０番地６
山田　亜希子

簡易宿所 2016/8/8

京紫 Kita-ku 京都市北区紫野中柏野町３７番地１４
山口　明久

簡易宿所 2016/8/26

ＵＨＯＫＵ Kita-ku 京都市北区紫野西御所田町２４番地３
株式会社　ヴィンテージ・デジャヴ・京都
代表取締役　鵜野　祥宏

簡易宿所 2016/8/26

ＣＯＴＯ金閣寺 Kita-ku 京都市北区紫野十二坊町８番地４６
株式会社　古都
代表取締役　白岩　貢

簡易宿所 2016/9/20

Ｍｕｒａｓａｋｉ　Ｇｕｅｓｔｈｏｕｓｅ Kita-ku 京都市北区紫竹西高縄町２８番地４
Ｓｚａｂｏ　Ｒｅｎａｔａ　Ａｎｄｒｅａ

簡易宿所 2016/10/19

紫野　卯庵 Kita-ku 京都市北区紫野西藤ノ森町１２番地２７
新田　浩雅

簡易宿所 2016/10/26

紫野 Kita-ku 京都市北区紫野門前町４４番地１０
ヨハンソン　エイナーヨハン

簡易宿所 2016/11/1

ｓｏｍｅｙａ Kita-ku 京都市北区大北山原谷乾町４２番２０
嶋田　久美子

簡易宿所 2016/12/19

京都北の隠れ宿　笑　－ｅｍｉ－ Kita-ku 京都市北区小山南上総町２番地４
株式会社　共佑
代表取締役　井村　伸次

簡易宿所 2017/1/5

Ｅｘｐｏ　Ｃｏｔｔａｇｅ　１ Kita-ku 京都市北区紫野西藤ノ森町２番地３６
株式会社　新和建設
代表取締役　小森　裕

簡易宿所 2017/1/12

Ｅｘｐｏ　Ｃｏｔｔａｇｅ　２ Kita-ku 京都市北区紫野西藤ノ森町１番地５３
株式会社　新和建設
代表取締役　小森　裕

簡易宿所 2017/1/16

凡 Kita-ku 京都市北区紫竹高縄町７８番地３
谷口　和生

簡易宿所 2017/1/19

紫野　舟岡庵 Kita-ku 京都市北区紫野南舟岡町８０番地１６
岸本　敦子

簡易宿所 2017/2/1

夢路 Kita-ku 京都市北区紫野中柏野町６２番地１６
山嵜　尚

簡易宿所 2017/2/1

京宿　麻の葉庵 Kita-ku 京都市北区紫野上門前町６９番地１
株式会社　フラット・エージェンシー
代表取締役　吉田　創一

簡易宿所 2017/2/17

かぶき屋 Kita-ku 京都市北区紫野下鳥田町１９番地
シュルツ　マティユ　ミュンホー

簡易宿所 2017/3/16

古都　花ノ坊 Kita-ku 京都市北区紫野南花ノ坊町４１番地１
株式会社　デイバイデイ
代表取締役　石井　浩文

簡易宿所 2017/4/11

Ｋａｍｏｎ．Ｋｙｏｔｏ Kita-ku 京都市北区紫竹西高縄町６９番地８
原　拓也

簡易宿所 2017/4/28

ｋａｒｉｇａｎｅ Kita-ku 京都市北区紫野下門前町５２番地２
下岡　広志郎

簡易宿所 2017/4/28

東甲庵 Kita-ku 京都市北区紫野西藤ノ森町１番地２２
株式会社　Ｖ．トーマス・エリントン社
代表取締役　大辻　儀典

簡易宿所 2017/6/13
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烏丸紫明１ Kita-ku 京都市北区小山下総町２９番地１７
株式会社　エス・オー・ダブリュー
代表取締役　阿部　亨

簡易宿所 2017/6/30

ＪＡＰＡＮＩＮＧ　鞍馬口 Kita-ku
京都市北区鞍馬口通寺町西入新御霊口町２８５番地
１５０

株式会社　ガーネット
代表取締役　中野　拓磨

簡易宿所 2017/6/30

甚右衛門 Kita-ku 京都市北区紫野十二坊町４番地
矢守　健吾

簡易宿所 2017/8/8

はぎ Kita-ku 京都市北区紫野中柏野町６２番地９
株式会社　洛龍菴
代表取締役　本庄　竜介

簡易宿所 2017/8/8

あじさい Kita-ku 京都市北区紫野中柏野町６２番地８
株式会社　洛龍菴
代表取締役　本庄　竜介

簡易宿所 2017/8/8

ＫＩＴＡＮＯ　ＨＡＫＵＢＡＩＣＨＯ　ＩＮＮ Kita-ku 京都市北区北野下白梅町９１番地
株式会社　昌久
代表取締役　黒田　昌資

簡易宿所 2017/9/4

ヴィラ鹿苑 Kita-ku 京都市北区大北山原谷乾町２５番地１２，２５番地２９
里村　茉莉

簡易宿所 2017/9/13

Ｈｅｉａｎ　Ｒｅｓｉｄｅｎｃｅ　鞍馬口 Kita-ku 京都市北区鞍馬口通室町東入小山町２２３番地６
株式会社　Ｍ＆Ｍ’ｓ　Ｅｓｔａｔｅ
代表取締役　前田　眞里

簡易宿所 2017/9/20

ＪＡＰＡＮＩＮＧ　ＨＯＴＥＬ　北野白梅町 Kita-ku 京都市北区北野下白梅町２７番地２
株式会社ガーネット
代表取締役　中野　拓磨

簡易宿所 2017/9/25

ＴＥＲＲＡＣＥ　ＫＩＮＫＡＫＵ　Ａ棟 Kita-ku 京都市北区紫野上柏野町１６番地４　北側
有限会社瑞祥設計工務
代表取締役　河本　永香

簡易宿所 2017/9/26

ＴＥＲＲＡＣＥ　ＫＩＮＫＡＫＵ　Ｂ棟 Kita-ku 京都市北区紫野上柏野町１６番地４　南側
有限会社瑞祥設計工務
代表取締役　河本　永香

簡易宿所 2017/9/26

織屋の宿　唐紅 Kita-ku 京都市北区紫野上柏野町３５番地１
岩滝株式会社
代表取締役　程　穌姝

簡易宿所 2017/10/30

上賀茂ゲストハウス Kita-ku 京都市北区紫竹上堀川町２０番地
富士ハウジング株式会社
代表取締役　草岡　弥生

簡易宿所 2017/11/14

京小宿　金閣寺弁天 Kita-ku 京都市北区紫野郷ノ上町４１番地２１
京都二条弁天株式会社
代表取締役　中島　知賀子

簡易宿所 2017/11/15

開化（北） Kita-ku 京都市北区紫野上門前町６６番地　北側
吉村　隆之

簡易宿所 2017/11/27

開化（南） Kita-ku 京都市北区紫野上門前町６６番地　南側
吉村　隆之

簡易宿所 2017/11/27

SANAN Kita-ku 京都市北区紫野西御所田町２４番地４
株式会社ヴィンテージ・デジャヴ・京都
代表取締役　鵜野　祥宏

簡易宿所 2017/12/27

風鈴 Kita-ku 京都市北区紫野上柏野町５３番地８
株式会社コーディアル
代表取締役　土居　由佳

簡易宿所 2018/1/9

ゲストハウス京洛や金閣寺 Kita-ku 京都市北区平野宮西町５２番地
新井　賢吾

簡易宿所 2018/1/12

金閣寺町家　美雲 Kita-ku 京都市北区紫野郷ノ上町３番地１３
蓮心株式会社
代表取締役　遠藤　蓮辛

簡易宿所 2018/1/25

青春画廊 Kita-ku 京都市北区紫野下柏野町７番地２７　北側
林　泰彦

簡易宿所 2018/1/30

京ノや　大将軍 Kita-ku
京都市北区大将軍東鷹司町１１８番地１　１階，２階，
３階

長谷川　裕
簡易宿所 2018/2/23
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一折 Kita-ku 京都市北区紫野上柏野町３１番地
德田　佑梨子

簡易宿所 2018/2/23

松春庵 Kita-ku 京都市北区紫野上鳥田町３５番地１
株式会社民泊本舗
代表取締役　榊原　正啓

簡易宿所 2018/2/23

紫庵 Kita-ku 京都市北区紫野東泉堂町１０番地１
株式会社あいうえおいでやす
代表取締役　濵田　拓哉

簡易宿所 2018/2/26

Ｄａｉｔｏｋｕｊｉ　Ｉｎｎ Kita-ku
京都市北区紫野上築山町３９番地８第三衣笠ビル２
階・３階

ＩＢＥＣＳ合同会社
代表社員　ハキモブ・アイベック

簡易宿所 2018/3/13

千家　青龍（せいりゅう） Kita-ku 京都市北区紫竹東高縄町６０番地２，６０番地３
株式会社Ｈｏｕｓｅｌｉｆｅ
代表取締役　張　雯雯

簡易宿所 2018/3/20

Ｒｅｔｒｅａｔ Ｋａｍｉｋａｓｈｉｗａｎｏ Kita-ku 京都市北区紫野上柏野町３５番地１２
株式会社三輝
代表取締役　稗　美香

簡易宿所 2018/3/22

花ノ坊　別邸 Kita-ku 京都市北区紫野南花ノ坊町４１番地
株式会社デイバイデイ
代表取締役　石井　浩文

簡易宿所 2018/3/27

やまがた　京町旅籠　西陣 Kita-ku 京都市北区紫野下柏野町６番地９
株式会社アカツキ
代表取締役　山形　喜久

簡易宿所 2018/4/5

京宿　亀甲庵 Kita-ku 京都市北区紫竹西高縄町１番地
株式会社フラットエージェンシー
代表取締役　吉田　創一

簡易宿所 2018/4/12

ろさんじ Kita-ku 京都市北区紫野上柏野町２５番地６
岡本　文香

簡易宿所 2018/4/13

Ｔｈｅ　Ｌｏｄｇｅ　ＭＩＷＡ Kita-ku 京都市北区大森東町４３２番地２
佐藤　武司

簡易宿所 2018/4/13

Ｔｈｅ　Ｌａｎｇｕａｇｅ　Ｎｅｓｔ Kita-ku 京都市北区紫竹高縄町７０番地１１
Ｂｏｌｓｔａｄ　Ｆｒａｎｃｅｓｃｏ

簡易宿所 2018/4/27

ＨＡＮＮＡＲＩ　北大路 Kita-ku
京都市北区紫野東舟岡町６０番地フラワーマンション
１Ｆ

金子　成和
簡易宿所 2018/5/7

ＪＡＰＡＮＩＮＧＨＯＴＥＬ　鞍馬口 Kita-ku
京都市北区鞍馬口通寺町東入二丁目鞍馬口町３１０
番地

株式会社ガーネット
代表取締役　中野　拓磨

簡易宿所 2018/5/17

わら天神　Ｌａｄｉｅｓ Kita-ku 京都市北区平野宮西町６４番地７
新井　滋子

簡易宿所 2018/5/23

ＧＵＥＳＴＨＯＵＳＥ　ＨＡＮＡＭＩＹＡ Kita-ku 京都市北区紫野中柏野町６５番地３１
ジェイムス　バンクス

簡易宿所 2018/5/23
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松葉屋旅館 Kamigyo-ku 京都市上京区下立売通堀川東入東橋詰町173
岡田　鉞子

旅館 1954/3/15

宿屋　西陣荘 Kamigyo-ku 京都市上京区元誓願寺通油小路西入西町458
柏　ヤエ

旅館 1963/11/5

梨の木 Kamigyo-ku
京都市上京区今出川通寺町西入２筋目上る柳風呂
町184番地

有限会社　山森商会
代表取締役　山森　都代子

旅館 1970/11/19

桜井屋 Kamigyo-ku 京都市上京区御前通今出川上る馬喰町885
内藤　キミ子

旅館 1974/6/25

宣妙院 Kamigyo-ku 京都市上京区智恵光院通五辻上る紋屋町330
宣妙院
代表役員　笹木　則栄

簡易宿所 1975/5/29

慶成院 Kamigyo-ku 京都市上京区智恵光院通五辻上る紋屋町330
宗教法人　慶成院
代表役員　永岡　義宏

簡易宿所 1975/12/17

レディスホテル西陣 Kamigyo-ku 京都市上京区寺之内通大宮東入妙蓮寺前町355
渡辺　ふじ子

簡易宿所 1976/7/19

玉峰院 Kamigyo-ku 京都市上京区智恵光院通五辻上る紋屋町330
宗教法人　玉峰院
代表役員　矢放　眞文

簡易宿所 1976/8/24

妙蓮寺 Kamigyo-ku 京都市上京区寺ノ内通大宮東入妙蓮寺前町875
宗教法人　大本山妙蓮寺
代表役員　松下　日肆

簡易宿所 1977/6/30

妙顕寺 Kamigyo-ku 京都市上京区寺之内通新町西入妙顕寺前町514
宗教法人　妙顕寺
代表役員　三田村　鳳治

簡易宿所 1977/8/1

京都シティホテル Kamigyo-ku 京都市上京区堀川通今出川上る北舟橋町857
株式会社　京都シティホテル
代表取締役　柴田　能英

ホテル 1980/2/28

地方職員共済組合　京都宿泊所平安
会館

Kamigyo-ku 京都市上京区烏丸通上長者町上る龍前町598-1
地方職員共済組合京都府支部
支部長　山田　啓二

ホテル 1980/4/17

京都ブライトンホテル Kamigyo-ku 京都市上京区新町通中立売下る仕丁町３３０
京都ブライトンホテル株式会社
代表取締役　吉岡　滋泰

ホテル 1988/6/24

一般社団法人　霞会館 Kamigyo-ku 京都市上京区油小路通出水上る大黒屋町42
一般社団法人　霞会館
代表理事　北白川　道久

簡易宿所 1991/6/3

公立学校共済組合京都宿泊所ルビノ
京都堀川

Kamigyo-ku 京都市上京区東堀川通下長者町下る三町目７番地
公立学校共済組合
理事長　玉井　日出夫

ホテル 1993/8/18

ザ　グランリゾート　エレガンテ　京都 Kamigyo-ku 京都市上京区中立売通堀川東入ル東橋詰町66-3
株式会社大倉
代表取締役　川合　南都子

旅館 1994/5/18

帝国データバンク京都保養所 Kamigyo-ku
京都市上京区寺町通清和院口上ル２丁目北之辺町
３９４御車道清和院口上ル九軒町445-2

帝国データバンク健康保険組合
理事長　後藤雅夫

旅館 1995/4/4

有限会社　とも栄 Kamigyo-ku
京都市上京区中立売通浄福寺東入新桝屋町４２７番
地

有限会社　とも栄
代表取締役　佐伯　悦子

旅館 1995/9/18

京都ガーデンパレス Kamigyo-ku 京都市上京区烏丸通下長者町上る龍前町605-1
日本私立学校振興・共済事業団
理事長　清家　篤

ホテル 1996/6/21

京宿　卯乃花 Kamigyo-ku 京都市上京区御前通仁和寺街道下ル下竪町188
山本　克美

簡易宿所 1997/5/19

国家公務員共済組合連合会京都宿泊
所　くに荘

Kamigyo-ku
京都市上京区河原町通荒神口上る東入東桜町２７
－３

国家公務員共済組合連合会
理事長　尾原　榮夫

ホテル 1998/4/22

末広荘 Kamigyo-ku
京都市上京区仁和寺街道六軒町西入四番町１２６番
地１

津田　静江
簡易宿所 2001/3/9
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ザ・パレスサイドホテル Kamigyo-ku 京都市上京区烏丸下立売上ル桜鶴円町380
株式会社　ザ・パレスサイド
代表取締役　山本　正道

ホテル 2001/7/30

西陣叶屋 Kamigyo-ku
京都市上京区上長者町通千本東入ル愛染寺町４９３
－３

石丸　裕美
簡易宿所 2004/6/23

キョウトチーペストイン　京都っ子 Kamigyo-ku 京都市上京区丸太町通松屋町西入左馬松町783
亀川　由佳里

簡易宿所 2005/10/14

呑刀軒 Kamigyo-ku
京都市上京区新町通今出川下る徳大寺殿町３４０番
地１

古川　佐代子
簡易宿所 2005/11/10

ｈａｎｎａｒｉ Kamigyo-ku 京都市上京区日暮通下立売下る櫛笥町６９３番地
有限会社　島田鉄工所
代表取締役　島田　喜夫

簡易宿所 2008/3/21

プチホテル京都 Kamigyo-ku 京都市上京区今出川大宮東入ル元伊佐町２８１
ＩＤＡ株式会社
代表取締役　井田　秀司

ホテル 2009/12/15

連獅士　西陣店 Kamigyo-ku 京都市上京区浄福寺通上立売上る大黒町６８８
株式会社　連獅士
代表取締役　佐々木　陽市

簡易宿所 2010/1/4

金魚家 Kamigyo-ku
京都市上京区寺之内通北裏大宮西入三丁目歓喜町
２４３番地

野村　剛
簡易宿所 2010/3/29

ムンド Kamigyo-ku 京都市上京区日暮通下立売上る天秤町５９６番地
米原　徹治

簡易宿所 2010/7/14

まくや Kamigyo-ku 京都市上京区下立売通千本西入稲葉町４４２番地５
岡野　光郎

簡易宿所 2010/12/2

ゲストハウス　ＳＵＫＥＲＯＫＵ Kamigyo-ku 京都市上京区上立売通浄福寺西入蛭子町６５３
米倉　孝雄

簡易宿所 2011/3/29

西　倶 Kamigyo-ku 京都市上京区浄福寺通上立売西入上ル真倉町７６４
松本　隆弘

簡易宿所 2011/4/21

ゲストハウス糸屋 Kamigyo-ku 京都市上京区浄福寺通五辻下る有馬町２０２番地
小林　正俊

簡易宿所 2011/6/7

布屋 Kamigyo-ku 京都市上京区油小路通丸太町上ル米屋町２８１
布澤　利夫

簡易宿所 2011/7/12

木音 Kamigyo-ku 京都市上京区五辻通六軒町西入溝前町１００－１
黒柳　秀成

簡易宿所 2011/12/19

五辻庵 Kamigyo-ku 京都市上京区五辻通智恵光院西入五辻町７７番地
株式会社水口
代表取締役　水口　義晴

簡易宿所 2012/1/16

紫月 Kamigyo-ku
京都市上京区鞍馬口通大宮西入上ル西若宮北半町
１５５

池田　聖恵
簡易宿所 2012/2/27

承香殿　西対 Kamigyo-ku 京都市上京区東神明町２９７－１
株式会社　山中油店
代表取締役　山中　冏子

簡易宿所 2012/7/20

承香殿　東対 Kamigyo-ku 京都市上京区東神明町２９７－１
株式会社　山中油店
代表取締役　山中　冏子

簡易宿所 2012/7/20

弘徽殿の南邸 Kamigyo-ku 京都市上京区東神明町２９７－６
株式会社　山中油店
代表取締役　山中　冏子

簡易宿所 2012/8/30

オイルストリートゲストハウス Kamigyo-ku 京都市上京区今出川油小路上る水落町８７－２
山元　康弘

簡易宿所 2013/4/15

出水町家 Kamigyo-ku
京都市上京区下立売通智恵光院西入下丸屋町５１２
番地

株式会社山中油店
代表取締役　山中　冏子

簡易宿所 2013/9/18
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ゲストハウス和音 Kamigyo-ku
京都市上京区芦山寺通千本東入３丁目戌亥町１５５
－１

簡易宿所 2013/12/20

一京　浅田屋 Kamigyo-ku
京都市上京区大宮通寺之内上る三丁目筋違橋町５
３７番地６

邱　俊銘
簡易宿所 2014/1/30

Ｇｕｅｓｔｈｏｕｓｅ　ＩＴＯＹＡ　ｓｔａｎｄ Kamigyo-ku 京都市上京区浄福寺通五辻下る有馬町２０３－１
小林　正俊

簡易宿所 2014/3/31

松庵 Kamigyo-ku 京都市上京区大宮通丸太町上ル一町目848-5
合同会社ＧｏｏｄＤｅｓｉｇｎＷｏｒｋｓ
代表社員　キラエリモアテス

簡易宿所 2014/5/26

壱の局 Kamigyo-ku 京都市上京区出水通淨福寺西入東神明町297番地
株式会社山中油店
代表取締役　山中　冏子

簡易宿所 2014/6/10

参の局 Kamigyo-ku 京都市上京区出水通淨福寺西入東神明町297番地
株式会社山中油店
代表取締役　山中　冏子

簡易宿所 2014/6/10

弐の局 Kamigyo-ku 京都市上京区出水通淨福寺西入東神明町297番地
株式会社山中油店
代表取締役　山中　冏子

簡易宿所 2014/6/10

西陣　ならひ庵 Kamigyo-ku 京都市上京区上立売通大宮東入幸在町692番地
岩崎　加奈世

簡易宿所 2014/11/19

古都の別荘　京町屋　西陣 Kamigyo-ku
京都市上京区寺之内通北裏大宮西入二丁目歓喜町
212番地の3

株式会社　大家河合
代表取締役　河合　伸之

簡易宿所 2014/11/28

京ｍｕｃｈ家 Kamigyo-ku 京都市上京区御前通西裏上ノ下立売上る北町580-6
須藤　篤志

簡易宿所 2015/1/13

京町家の宿　きたの Kamigyo-ku 京都市上京区仁和寺街道御前通西入下横町199-23
中東　知実

簡易宿所 2015/1/13

都市型コテージ京都一条千本 Kamigyo-ku
京都市上京区智恵光院通笹屋町下る橘町621番地
林ビル4Ｆ

株式会社　ビジネスフローライン
代表取締役　林　繁一

簡易宿所 2015/2/12

京都うらーらかハウス Kamigyo-ku
京都市上京区日暮通椹木町下る北伊勢屋町740，
740-5，742，742-6

株式会社　シリアス
代表取締役　井上　和彦

簡易宿所 2015/2/26

日暮荘 Kamigyo-ku 京都市上京区西日暮通丸太町下る主税町1211
山畑　真理

簡易宿所 2015/3/9

京都　阿美家 Kamigyo-ku
京都市上京区新椹木町通丸太町下る東土御門町
343-1

速水　秀美
簡易宿所 2015/3/19

ゲストハウス　天神 Kamigyo-ku
京都市上京区堀川通寺之内上る２丁目下天神町650
番地27

西本　一郎
簡易宿所 2015/3/27

たて糸庵 Kamigyo-ku 京都市上京区寺之内通堀川西入東西町368番地
前田　利一

簡易宿所 2015/3/31

ステラ御所 Kamigyo-ku
京都市上京区西三本木通丸太町上る真町４８４番地
アビ岡本１階

ステラ住宅販売株式会社
代表取締役　倉本　直樹

簡易宿所 2015/5/19

ＴＡＫＥＹＡ　ＨＯＮＫＡＮ Kamigyo-ku
京都市上京区今出川通七本松西入真盛町７２９番地
５

Jiun Hao Neoh
簡易宿所 2015/5/22

民宿　翠川 Kamigyo-ku
京都市上京区小川通今出川上る中小川町２３２番地
１

加藤　千尋
簡易宿所 2015/7/16

京都紅葉 Kamigyo-ku 京都市上京区今出川通七本松西入真盛町734番地1
京都紅葉株式会社
代表取締役　山下　武

簡易宿所 2015/8/27

正庵 Kamigyo-ku 京都市上京区大宮通鞍馬口下る筋違橋町５７６番地
佐藤　悦子

簡易宿所 2015/9/7
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京の宿　Ｂａｍｂｏｏ　ｔｏｗｎ Kamigyo-ku
京都市上京区御前通西裏上ノ下立売上る北町５７０
番地１

岩佐　明子
簡易宿所 2015/9/9

京の宿　室町庵 Kamigyo-ku
京都市上京区室町新町の間寺之内上る下木下町１
３９番地２

株式会社ティー・エス・ケー
代表取締役　中谷　博

簡易宿所 2015/10/29

京の宿華西陣 Kamigyo-ku 京都市上京区五辻通七本松西入西柳町５７２番地１
株式会社　　夛田商店
代表取締役　夛田　光孝

簡易宿所 2015/11/9

おいない堂 Kamigyo-ku
京都市上京区御前通今出川上る二丁目北町６３１番
地３

株式会社　おいない堂
代表取締役　西村　貴志

簡易宿所 2015/11/10

京都西陣ろざんじ Kamigyo-ku
京都市上京区芦山寺通大宮西入二丁目中社町346
番地5

小田　幸男
簡易宿所 2015/11/13

マガザン Kamigyo-ku 京都市上京区椹木町通大宮西入中書町６８５番地１
岩崎　達也

簡易宿所 2016/1/15

京都西陣の宿 Kamigyo-ku
京都市上京区小川通上立売下る上小川町１２４番地
８

有限会社　賢商
代表取締役　金山　賢次

簡易宿所 2016/1/19

京都ゲストハウス御所 Kamigyo-ku 京都市上京区衣棚通出水上る御霊町59番地3
有限会社　明淨
取締役　永山　明浩

簡易宿所 2016/2/8

ゲストハウスＵｎｉｔｅｄ Kamigyo-ku
京都市上京区御前通今出川上る鳥居前町６６４番地
７４

金谷　沙織
簡易宿所 2016/2/9

バタフライ町屋 Kamigyo-ku
京都市上京区室町通上長者町下る清和院町570番
地

Butterfly Real Estate Development株式会社
代表取締役　リン・レー

簡易宿所 2016/2/22

スズキゲストハウス Kamigyo-ku 京都市上京区竹屋町通千本東入主税町９８６番地
鈴木　健朗

簡易宿所 2016/2/29

二条凰庵 Kamigyo-ku
京都市上京区竹屋町通千本東入主税町１２１５番地
１

株式会社　凰庵
代表取締役　川島　永好

簡易宿所 2016/3/10

八　－心心苑－ Kamigyo-ku 京都市上京区中筋通大宮西入横大宮町212番地
株式会社　豊かな気持ち
代表取締役　細野　裕基

簡易宿所 2016/3/16

Kamigyo-ku
一般社団法人　京都グローバルハウス
代表理事　藤村　公平

簡易宿所 2016/3/24

京宿家　滋野たちばな庵 Kamigyo-ku
京都市上京区室町通下立売上る勘解由小路町148
番地3

月岡　秀介
簡易宿所 2016/3/29

Serendipity @Kyoto Kamigyo-ku
京都市上京区元誓願寺通大宮東入寺今町509番地
15

簡易宿所 2016/4/4

長興居 Kamigyo-ku
京都市上京区室町通上立売下る裏築地町９７番地１
３

蘇　広龍
簡易宿所 2016/4/18

ベース烏丸今出川 Kamigyo-ku
京都市上京区室町通今出川上る西入蒔鳥屋町１４３
番地２

株式会社ハウズ
代表取締役　才本　隆彦

簡易宿所 2016/5/16

ＴＡＫＥＹＡ　ＢＥＫＫＡＮ Kamigyo-ku
京都市上京区今出川通七本松西入真盛町７２９番地
１

Ｊｉｕｎ　Ｈａｏ　Ｎｅｏｈ
簡易宿所 2016/5/20

MOSAIC　MACHIYA　KSK Kamigyo-ku
京都市上京区今出川通七本松西入真盛町７０２番
地，７０３番地１

株式会社　COTO　HOUSE
代表取締役　植木　義宜

簡易宿所 2016/5/24

花蓮 Kamigyo-ku
番地７

任　書楷
簡易宿所 2016/5/25

京禅ｋｙｏｚｅｎ Kamigyo-ku
京都市上京区仁和寺街道御前通西入下横町２０２番
地１７サンファーストビル　２階

山本　義広
簡易宿所 2016/6/3
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レストハウス Kamigyo-ku
京都市上京区上御霊前通室町西入玄蕃町２８番地２
１階

マツムラトレーディング株式会社
代表取締役　松村　康史

簡易宿所 2016/6/7

紀秀　西陣 Kamigyo-ku
京都市上京区御前通今出川上る二丁目北町６３８番
地３５

大下　由紀子
簡易宿所 2016/6/7

京町家　旅宿　小都音 Kamigyo-ku
京都市上京区油小路通丸太町上る米屋町２７２番地
５

株式会社　ＫＨＪ
簡易宿所 2016/6/7

一条庵 Kamigyo-ku
京都市上京区千本通一条下る西側西中筋町１９番
地２６

内田　謙三
簡易宿所 2016/6/20

楓 Kamigyo-ku
京都市上京区今出川通千本西入南上善寺町１７４番
地

株式会社　Ｇｌｏｂａｌ　Ｂｒｉｄｇｅ
代表取締役　川又　徹

簡易宿所 2016/6/20

ゲストハウス　鯉屋 Kamigyo-ku
京都市上京区堀川通寺之内上る四丁目天神北町２
９番地

野村　剛
簡易宿所 2016/6/21

ゲストハウスわさび京都そば Kamigyo-ku
京都市上京区中立売通日暮東入新白水丸町４５６番
地３

株式会社　平成エンタープライズ
代表取締役　田倉　貴弥

簡易宿所 2016/6/24

ひいらぎ Kamigyo-ku
京都市上京区千本通一条上る北伊勢殿構町６７５番
地７

株式会社　洛龍菴
代表取締役　本庄　竜介

簡易宿所 2016/6/24

京都御所　ｈａｌｅ　てまり Kamigyo-ku
京都市上京区東堀川通中立売通下る一町目１２番
地

株式会社　イーデザイン
代表取締役　小山　誠二

簡易宿所 2016/6/30

和比茶美 Kamigyo-ku
京都市上京区千本通五辻上る牡丹鉾町５６４番地，
５６４番地４

株式会社　グラティアンス
代表取締役　木村　祐規

簡易宿所 2016/7/4

Ｚｅｎ　京都 Kamigyo-ku 京都市上京区千本通五辻上る牡丹鉾町５６４番地６
株式会社　グラティアンス
代表取締役　木村　祐規

簡易宿所 2016/7/4

Ｒｉｎ　京都 Kamigyo-ku 京都市上京区千本通五辻上る牡丹鉾町５６４番地５
株式会社　グラティアンス
代表取締役　木村　祐規

簡易宿所 2016/7/4

庵町家ステイ　西陣伊佐町町家 Kamigyo-ku
京都市上京区大宮通上立売上る西入伊佐町２３８番
地

株式会社庵町家ステイ
代表取締役　三浦　充博

簡易宿所 2016/7/14

ジャム　ジャー　イン Kamigyo-ku
京都市上京区今小路通七本松西入二丁目東今小路
町７５８番地２

合同会社　インターウィーブコンセプト
代表社員　池田　和男

簡易宿所 2016/7/15

京旅籠むげん Kamigyo-ku
京都市上京区上長者町通黒門西入北小大門町５４８
番地１

永留　愛零
簡易宿所 2016/7/25

旅館　東籬 Kamigyo-ku
京都市上京区笹屋町通千本東入笹屋町三丁目６３９
番地

友月交風株式会社
代表取締役　望月　佐多子

簡易宿所 2016/7/25

风吟軒 Kamigyo-ku 京都市上京区六軒町通一条上る若松町３４６番１５
周　暘苓

簡易宿所 2016/7/25

白梅町の家 Kamigyo-ku 京都市上京区一条通御前通西入大東町８４番地４６
ゴヴォルノア　アリョーナ

簡易宿所 2016/7/27

Ｎｅｎｅ Kamigyo-ku 京都市上京区千本通上長者上る百万遍町９４番地３
中村　千枝子

簡易宿所 2016/8/2

Ｒａｍｂｌｅ　京こまち Kamigyo-ku
京都市上京区千本通出水下る十四軒町４１３番地３
２，４１３番地５８

株式会社　ル・ウエスト
代表取締役　石井　智子

簡易宿所 2016/8/19

毘沙門楼 Kamigyo-ku
京都市上京区元誓願寺通七本松東入元観音町４６８
番地

松山　寛紀
簡易宿所 2016/8/23

レントハウス西陣中忠 Kamigyo-ku
京都市上京区元誓願寺通浄福寺西入今出川町４６８
番地

坪野　津由子
簡易宿所 2016/8/23
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ゲストハウス　聚楽庵 Kamigyo-ku
京都市上京区猪熊通中立売下る猪熊一丁目３６５番
地１

井上　紀代美
簡易宿所 2016/8/26

Ａｋｉ Kamigyo-ku
京都市上京区油小路通一条上る二丁目革堂西町５
３０番地，５２８番地１

神田　千愛
簡易宿所 2016/9/9

京町家ゲストハウス　かみわたり Kamigyo-ku
京都市上京区新町通今出川下る徳大寺殿町３６１番
地２

松井　省悟
簡易宿所 2016/9/13

四季十楽　１号 Kamigyo-ku 京都市上京区油小路通下立売上る近衛町１６５番地
株式会社　長谷ホテルシステムズ
代表取締役　長谷　拓治郎

簡易宿所 2016/9/13

四季十楽　２号 Kamigyo-ku 京都市上京区油小路通下立売上る近衛町１６５番地
株式会社　長谷ホテルシステムズ
代表取締役　長谷　拓治郎

簡易宿所 2016/9/13

四季十楽　３号 Kamigyo-ku 京都市上京区油小路通下立売上る近衛町１６５番地
株式会社　長谷ホテルシステムズ
代表取締役　長谷　拓治郎

簡易宿所 2016/9/13

四季十楽　４号 Kamigyo-ku 京都市上京区油小路通下立売上る近衛町１６５番地
株式会社　長谷ホテルシステムズ
代表取締役　長谷　拓治郎

簡易宿所 2016/9/13

四季十楽　５号 Kamigyo-ku 京都市上京区油小路通下立売上る近衛町１６５番地
株式会社　長谷ホテルシステムズ
代表取締役　長谷　拓治郎

簡易宿所 2016/9/13

四季十楽　６号 Kamigyo-ku
京都市上京区油小路通下立売上る近衛町１６５番
地，京都市上京区下立売通油小路西入東橋詰町１８
３番地３

株式会社　長谷ホテルシステムズ
代表取締役　長谷　拓治郎

簡易宿所 2016/9/13

四季十楽　７号 Kamigyo-ku
京都市上京区油小路通下立売上る近衛町１６５番
地，京都市上京区下立売通油小路西入東橋詰町１８
３番地３

株式会社　長谷ホテルシステムズ
代表取締役　長谷　拓治郎

簡易宿所 2016/9/13

四季十楽　８号 Kamigyo-ku
京都市上京区油小路通下立売上る近衛町１６５番
地，京都市上京区下立売通油小路西入東橋詰町１８
３番地３

株式会社　長谷ホテルシステムズ
代表取締役　長谷　拓治郎

簡易宿所 2016/9/13

四季十楽　９号 Kamigyo-ku
京都市上京区油小路通下立売上る近衛町１６５番
地，京都市上京区下立売通油小路西入東橋詰町１８
３番地３

株式会社　長谷ホテルシステムズ
代表取締役　長谷　拓治郎

簡易宿所 2016/9/13

四季十楽　１０号 Kamigyo-ku 京都市上京区油小路通下立売上る近衛町１６５番地
株式会社　長谷ホテルシステムズ
代表取締役　長谷　拓治郎

簡易宿所 2016/9/13

せんりょう Kamigyo-ku 京都市上京区中町通丸太町上る俵屋町４３６番地１
株式会社　洛龍菴
代表取締役　本庄　竜介

簡易宿所 2016/9/29

まゆみ Kamigyo-ku
京都市上京区下長者町通六軒町西入利生町２９４番
地４２

有限会社　ＭＡＥＲホールディングス
代表取締役　佐藤　まゆみ

簡易宿所 2016/9/29

やまぶき Kamigyo-ku 京都市上京区中町通丸太町上る俵屋町４３６番地２
株式会社　洛龍菴
代表取締役　本庄　竜介

簡易宿所 2016/10/13

歓喜の宿　－ＫＹＯＴＯ　ＮＩＳＨＩＪＩＮ－ Kamigyo-ku
京都市上京区寺之内通北裏大宮西入二丁目歓喜町
２１６番地１

西村　伊三男
簡易宿所 2016/10/14

シック・マチヤ・ステイ・布 Kamigyo-ku
京都市上京区大宮通寺之内上る三丁目筋違橋町５
４５番地

島根　里枝
簡易宿所 2016/10/20

Ｈａｒｕ Kamigyo-ku
京都市上京区油小路通一条上る二丁目革堂西町５
３０番地

神田　千愛
簡易宿所 2016/10/20

ＹＵＫＩ Kamigyo-ku
京都市上京区油小路通一条上る二丁目革堂西町５
３０番地２

神田　千愛
簡易宿所 2016/10/20
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千本丸太町ゲストハウス Kamigyo-ku 京都市上京区丸太町通千本東入小山町８８７番地
株式会社　千両
代表取締役　樋口　卓

簡易宿所 2016/10/20

かなや Kamigyo-ku
京都市上京区室町通寺之内上る三丁目上柳原町１
０４番地１７

小林　慶輔
簡易宿所 2016/10/25

ゲストハウス　エニシ Kamigyo-ku 京都市上京区千本通寺之内下る花車町４８３番地
阪上　法史

簡易宿所 2016/10/25

太平館 Kamigyo-ku
京都市上京区小川通上立売上る挽木町５４２番地
２，５４２番地４

雄大株式会社
代表取締役　土屋　雄二郎

簡易宿所 2016/11/1

京宿　やちきた　北野庵 Kamigyo-ku 京都市上京区六軒町通五辻上る末広町２１番地５
有限会社　八千代住宅販売
取締役　大東　慎吾

簡易宿所 2016/11/2

ＣＨＥＬＳＥＡ２４　ＡＮＮＥＸ Kamigyo-ku 京都市上京区竹屋町通千本東入主税町８０９番地４
小林　みよ

簡易宿所 2016/11/2

四番町ゲストハウス Kamigyo-ku
京都市上京区六軒町通中立売下る西入四番町１０６
番地５

小山　友見
簡易宿所 2016/11/7

中之庵 Kamigyo-ku
京都市上京区猪熊通丸太町下る中之町５１９番地２
３

株式会社　Ｒ２
代表取締役　片山　聖子

簡易宿所 2016/11/7

待賢院 Kamigyo-ku 京都市上京区黒門通丸太町上る小伝馬町５３９番地
荻原　宏章

簡易宿所 2016/11/8

弁天庵 Kamigyo-ku 京都市上京区千本通出水上る弁天町３０５番地９
有限会社　望ハウジング
代表取締役　佐々木　敏孝

簡易宿所 2016/11/8

京都まちやど　上七軒 Kamigyo-ku
京都市上京区五辻通七本松西入二丁目西柳町５７９
番地

株式会社　ワンブロック
代表取締役　辻本　祐介

簡易宿所 2016/11/11

ＳＡＷＡＲＡＧＩ　ＨＯＵＳＥ Kamigyo-ku
京都市上京区椹木町通油小路西入西山崎町２３４番
地

磯部　幸枝
簡易宿所 2016/11/14

ＪＡＰＡＮＩＮＧＨＯＴＥＬ西陣 Kamigyo-ku
京都市上京区五辻通大宮上る東入西石屋町７３２番
地２，７３３番地４

株式会社　ガーネット
代表取締役　中野　拓磨

簡易宿所 2016/11/15

登紀 Kamigyo-ku
京都市上京区新町通寺之内上る二丁目道正町４６３
番地１

デービス　純子
簡易宿所 2016/11/21

宮崎屋 Kamigyo-ku
京都市上京区元誓願寺通智恵光院西入元中之町４
９９番地

宮崎織物株式会社
代表取締役　宮崎　好隆

簡易宿所 2016/11/21

京のや　サントゥール御所東 Kamigyo-ku
京都市上京区御車道通清和院口上る東側梶井町４
４８番地３３

有限会社　リーズ
代表取締役　成田　旭

簡易宿所 2016/11/22

Ｃａｍｐｔｏｎ－９　Ｃａｍｐｔｏｎ－１０ Kamigyo-ku 京都市上京区浄福寺通五辻下る有馬町１８５番地
ＣＡＭＰＴＯＮ株式会社
代表取締役　小野　暢夫

簡易宿所 2016/11/24

ゲストハウス　一会 Kamigyo-ku 京都市上京区一条通御前通西入大東町８４番地６２
合同会社　京都ステイ　Ｈ．Ｓ．Ｅ
代表社員　山本　優子

簡易宿所 2016/11/24

千松庵 Kamigyo-ku
京都市上京区下立売通千本東入下る中務町４９０番
地５１

濱出　敬三郎
簡易宿所 2016/11/24

京小宿　弁天 Kamigyo-ku 京都市上京区下立売通千本東入田中町４１５番地８
株式会社　レア・パートナーズ
代表取締役　佐藤　大

簡易宿所 2016/11/28

ＪＡＰＡＮＩＮＧＨＯＴＥＬ　ＳＨＩＣＨＩＨＯＮ
ＭＡＴＳＵ２

Kamigyo-ku 京都市上京区七本松通一条下る三軒町７４番地
甲斐　幸子

簡易宿所 2016/11/28

Ｇｒａｔｅｆｕｌ Kamigyo-ku
京都市上京区小川通丸太町上る上鍛冶町３４０番地
５

株式会社　Ｇｌｏｂａｌ　Ｂｒｉｄｇｅ
代表取締役　川又　徹

簡易宿所 2016/12/13
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ＦＡＬＤＩＣ　ｉｎｎ．　ＳＥＮＭＡＲＵ Kamigyo-ku 京都市上京区下立売通千本東入田中町４１８番地３
株式会社　ＦＡＬＤＩＣ
代表取締役　大山　彩

簡易宿所 2016/12/13

此木堂 Kamigyo-ku
京都市上京区今出川通智恵光院西入西北小路町２
２８番地１０

柴　海新
簡易宿所 2016/12/13

ＪＡＰＡＮＩＮＧ　ＨＯＴＥＬ　七本松 Kamigyo-ku
京都市上京区七本松通仁和寺街道上る一番町１０１
番地３

株式会社　ガーネット
代表取締役　中野　拓磨

簡易宿所 2016/12/13

ゲストハウス奥の庵 Kamigyo-ku
京都市上京区堀川通寺之内上る二丁目下天神町６
５０番地５１

西本　好男
簡易宿所 2016/12/19

かりん Kamigyo-ku
京都市上京区浄福寺通一条下る東西俵屋町１４７番
地１１

株式会社　洛龍菴
代表取締役　本庄　竜介

簡易宿所 2016/12/19

Ｎｉｓｈｉ－Ｊｉｎ Kamigyo-ku
京都市上京区松屋町通中立売下る神明町４４７番地
１３

渡月株式会社
代表取締役　樊　毓秀

簡易宿所 2016/12/22

お宿　梅夜 Kamigyo-ku 京都市上京区紋屋町３１３番地
木村　淳子

簡易宿所 2016/12/27

道 Kamigyo-ku
京都市上京区元誓願寺通小川東入元図子町４７７番
地４

デス・ペレイト株式会社
代表取締役　木村　祐規

簡易宿所 2016/12/28

ゲストハウス　雅ＭＩＹＡＢＩ Kamigyo-ku
京都市上京区千本通二条下る東入主税町８０９番地
９

西谷　勝弘
簡易宿所 2017/1/5

ＦＡＬＤＩＣ　ｉｎｎ．　本店 Kamigyo-ku
京都市上京区中立売通日暮東入新白水丸町４６２番
地３２，４６２番地１０２

株式会社　ＦＡＬＤＩＣ
代表取締役　大山　彩

簡易宿所 2017/1/5

京都北野天満宮前Ｂ棟 Kamigyo-ku
京都市上京区御前通今出川上る鳥居前町６６４番地
４８

夏　玉梅
簡易宿所 2017/1/12

京都北野天満宮前Ａ棟 Kamigyo-ku
京都市上京区御前通今出川上る鳥居前町６６４番地
４７

閻　岩
簡易宿所 2017/1/12

京都まちやど　上七軒Ⅱ Kamigyo-ku
京都市上京区五辻通七本松西入二丁目西柳町５７９
番地

株式会社　ワンブロック
代表取締役　辻本　祐介

簡易宿所 2017/1/19

好運屋 Kamigyo-ku
京都市上京区仁和寺街道千本東入西富仲町６８５番
地

ティアンリアン　ガオ
簡易宿所 2017/1/27

Ｃｌａｐ　Ｂａｒｄ　Ｉｎｎ Kamigyo-ku 京都市上京区烏丸通今出川上る岡松町２６２番地３
濵田　朋治

簡易宿所 2017/2/1

大泉寺・路地ｉｎｇ Kamigyo-ku 京都市上京区室町通鞍馬口下る森之木町４７５番地
松浦　未知雄

簡易宿所 2017/2/1

いちい Kamigyo-ku 京都市上京区六軒町通五辻上る末広町３９番地１
株式会社　洛龍菴
代表取締役　本庄　竜介

簡易宿所 2017/2/7

ル　マチヤ　上七軒 Kamigyo-ku
番地

合同会社　フィガロ
代表社員　平松　高志

簡易宿所 2017/2/13

上七軒　億 Kamigyo-ku 京都市上京区今出川通七本松西入真盛町７１２番地
株式会社　くろちく
代表取締役　黒竹　節人

簡易宿所 2017/2/17

ひび　ＫＩＴＡＮＯ Kamigyo-ku
株式会社　青葉
代表取締役　中積　実

簡易宿所 2017/2/20

一棟貸切の京別荘　Ｒａｎ Kamigyo-ku
京都市上京区下立売通黒門西入橋西二町目６４２番
地２

有限会社　井村興産
取締役　釜萢　知愛

簡易宿所 2017/3/1

Ｈｏｔｅｌ　Ｒｏｏｍ　ｂｙ　Ｒｏｏｍ　町ノ屋
京都二条城

Kamigyo-ku
京都市上京区猪熊通丸太町上る木屋之町４９１番地
１

ケイエスコミュニティ株式会社
代表取締役　近藤　良一

簡易宿所 2017/3/16
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京町家ステイ　一軒まくや　柳の家 Kamigyo-ku 京都市上京区下立売通千本西入稲葉町４５１番地１
岡野　光郎

簡易宿所 2017/4/11

Ｃｏｍｆｏｒｔ　Ｉｎｎ Kamigyo-ku
京都市上京区烏丸通鞍馬口下る上御霊中町４５５番
地１０コンフォートセブン２０２，２０３号室

松井　幸子
簡易宿所 2017/4/19

Ｕｐｐｅｒ　Ｅａｓｔ　Ｓｉｄｅ Kamigyo-ku
京都市上京区河原町通荒神口下る上生洲町２４２番
地ヤスダビル４階

株式会社　Ｍａｃ建築デザイン研究所
代表取締役　安田　昌弘

簡易宿所 2017/4/20

五辻庵 Kamigyo-ku 京都市上京区五辻通智恵光院西入五辻町７７番地
株式会社　水口
代表取締役　水口　義晴

簡易宿所 2017/4/26

うつろい京都まるたけ庵 Kamigyo-ku
京都市上京区丸太町通松屋町西入左馬松町７９３番
地

市原　正博
簡易宿所 2017/4/26

Ｔａｒｏｕ　ｈｏｕｓｅ Kamigyo-ku
京都市上京区上長者町通千本西入五番町１７３番地
６

田中　公太郎
簡易宿所 2017/5/2

さなり近衛殿 Kamigyo-ku
京都市上京区新町通今出川一丁上る東入近衛殿北
口町１９２番地

株式会社　さなり
代表取締役　加地　保裕

簡易宿所 2017/5/2

ＣＯＴＯ今出川１ Kamigyo-ku 京都市上京区上立売通小川西入御三軒町５１番地２
株式会社　古都
代表取締役　石井　光一

簡易宿所 2017/5/11

京都　鴨川　ひとやすみ Kamigyo-ku 京都市上京区中町通丸太町上る俵屋町４３６番地３
髙嶋　朋也

簡易宿所 2017/5/15

季・鞍馬口 Kamigyo-ku
京都市上京区室町通鞍馬口下る二丁目竹園町１６
番地２

ＣＯＣＯＲＯｌｉｆｅ株式会社
代表取締役　董　暁霞

簡易宿所 2017/5/23

京都橘屋　二条城北別邸 Kamigyo-ku
京都市上京区猪熊通丸太町上る木屋之町４８５番地
５

フィデスホーム株式会社
代表取締役　赤尾　聖久

簡易宿所 2017/5/31

ゲストハウス　御所西 Kamigyo-ku
京都市上京区油小路通中立売下る甲斐守町１２０番
地４

室﨑　友司
簡易宿所 2017/5/31

サクラハウス京都 Kamigyo-ku 京都市上京区中筋通大宮西入横大宮町２０４番地
株式会社　サクラハウス
代表取締役　九十九　華子

簡易宿所 2017/5/31

十六夜　ｉｚａｙｏｉ Kamigyo-ku
京都市上京区芦山寺通千本東入二丁目西芦山寺町
９０番地１

河野　鉄平
簡易宿所 2017/6/2

ホテル　アクアスィート鴨川 Kamigyo-ku
京都市上京区出町通今出川上る青龍町２０２番地，
２０２番地１

株式会社　ケーディエフ
代表取締役　上田　英

簡易宿所 2017/6/13

ＦＡＬＤＩＣ　ｉｎｎ．杏 Kamigyo-ku 京都市上京区下立売通千本東入田中町４１５番地４
株式会社　ＦＡＬＤＩＣ
代表取締役　大山　彩

簡易宿所 2017/6/14

Ｓａｓａ Kamigyo-ku
京都市上京区笹屋町通千本東入笹屋町３丁目６０４
番地

土肥　俊子
簡易宿所 2017/6/28

ＪＱ　Ｖｉｌｌａ　Ｋｙｏｔｏ　Ｉｍａｄｅｇａｗａ２ Kamigyo-ku
京都市上京区新町室町の間今出川上る畠山町１９２
番地２９

株式会社ハーモニー
代表取締役　小澤　京子

簡易宿所 2017/6/28

ＴＨＥ　ＪＵＮＥＩ　ＨＯＴＥＬ　京都御所西 Kamigyo-ku
京都市上京区東堀川通下長者町下る三町目１４番
地

株式会社　ジュネイ
代表取締役　徳永　栄美

簡易宿所 2017/6/30

ＴＨＥ　ＨＯＭＥ Kamigyo-ku
京都市上京区河原町通広小路下る東桜町２１番地１
１

奥村　直毅
簡易宿所 2017/7/7

朱雀館 Kamigyo-ku 京都市上京区六番町３６８番地
株式会社　ＳＡＲＡホールディングス
代表取締役　幅田　昌伸

簡易宿所 2017/7/11

和み家　京都　上七軒 Kamigyo-ku
京都市上京区七本松通今出川下る毘沙門町４７３番
地

早田　和仙
簡易宿所 2017/7/11
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お宿　かしら Kamigyo-ku
京都市上京区竹屋町通千本東入主税町１１２７番地
２

株式会社　アーネスト
代表取締役　川本　智貴

簡易宿所 2017/7/12

ホテル　ドルフ別邸　御所西 Kamigyo-ku
京都市上京区下立売通烏丸西入五町目町１７７番地
１

株式会社　ドルフコーポレーション
代表取締役　窪田　綱男

簡易宿所 2017/7/14

Ｗｅｌｃｏｍｅ　ｋｙｏｔｏ　ＳＨＩＮＭＡＣＨＩ Kamigyo-ku
京都市上京区上立売通室町西入上立売町８番地，９
番地　１Ｆ，２Ｆ

金城　隆
簡易宿所 2017/7/21

ゲストハウス　みやこ Kamigyo-ku 京都市上京区竹屋町通千本東入主税町９９２番地
鈴木　健朗

簡易宿所 2017/7/25

千家　躍龍（おどる） Kamigyo-ku 京都市上京区五辻通六軒町西入溝前町８３番地３
株式会社　Ｈｏｕｓｅｌｉｆｅ
代表取締役　張　雯雯

簡易宿所 2017/8/1

ゲストハウス　エビス Kamigyo-ku
京都市上京区上立売通浄福寺西入蛭子町６５３番地
１階

米倉　忠男
簡易宿所 2017/8/7

桜都 Kamigyo-ku
京都市上京区御前通今出川上る二丁目北町６３８番
地２７

近松　善孝
簡易宿所 2017/8/8

Ｐｅｔｉｔ　Ｈｏｔｅｌ　Ａｌｌａ　Ｓｅｔａ Kamigyo-ku
京都市上京区一条通浄福寺東入北新在家町３２０番
地ＪＵＲＡＫＵ　ＲＯ　１階

柴山　幹之
簡易宿所 2017/8/8

ゲストハウス　木音となり Kamigyo-ku 京都市上京区五辻通六軒町西入溝前町１００番地１
黒柳　秀成

簡易宿所 2017/8/23

ＣＯＴＯ京都二条２ Kamigyo-ku
京都市上京区丸太町通黒門東入藁屋町５３５番地６
０

株式会社　古都
代表取締役　石井　光一

簡易宿所 2017/8/28

ゲストハウス　京都ミルズ　瑠璃庵 Kamigyo-ku
京都市上京区千本通一条上る泰童片原町６６４番地
２

臼井　真大
簡易宿所 2017/8/29

ゲストハウス　京都ミルズ　若草庵 Kamigyo-ku
京都市上京区千本通一条上る泰童片原町６６４番地
６

臼井　真大
簡易宿所 2017/8/29

北野　東風庵 Kamigyo-ku
京都市上京区御前通今出川上る鳥居前町６６８番地
１２

株式会社　北島商店
代表取締役　北島　俊英

簡易宿所 2017/9/4

セントガーデン（京都二条ホテル　夢い
ろは）

Kamigyo-ku
京都市上京区下立売通千本東入田中町４２２番地１
セントガーデン　１階から３階まで

株式会社　オーイズミダイニング
代表取締役　大泉　政治

ホテル 2017/9/21

闌 Kamigyo-ku
京都市上京区大宮通今宮御旅所西入若宮横町１２４
番地１ ３戸１棟長屋中央

闞　磊
簡易宿所 2017/9/26

Ｈｉｋａｒｉ　光　Ｈｏｕｓｅ Kamigyo-ku
京都市上京区油小路通一条上る二丁目革堂西町５
３０番地，５２８番地１ ４戸１棟長屋北側２軒目　１階

合同会社Ｓｈｉｋｉ　Ｇｒｏｕｐ
代表社員　神田　千愛

簡易宿所 2017/10/4

雲・荒神口 Kamigyo-ku 京都市上京区寺町通荒神口上る荒神町１２１番地２
株式会社恒心堂
代表取締役　チャンシャオマン

簡易宿所 2017/10/4

西陣京町家　青龍邸 Kamigyo-ku
京都市上京区笹屋町通千本西入笹屋四丁目２８４番
地，２８３番地

株式会社ティ・エ・エス
代表取締役　平世　将夫

簡易宿所 2017/10/12

ホステル　オトロ　ムンド Kamigyo-ku
京都市上京区下長者町通千本西入六番町３７０番地
１ １階東側及び２階

ムンドウォーカー合同会社
代表社員　米原　徹治

簡易宿所 2017/11/7

恵凛敦寿ハウス Kamigyo-ku
京都市上京区中町通丸太町下る駒之町５３７番地エ
リントンズハウス２階西側

大辻　儀典
簡易宿所 2017/11/7

ゲストハウスイン京都　鞍馬口大宮 Kamigyo-ku
京都市上京区大宮通今宮御旅所下る東入東若宮町
７５番地

株式会社ゲストハウスイン
代表取締役　中村　淳

簡易宿所 2017/11/13

日和・西陣 Kamigyo-ku
京都市上京区浄福寺通一条下る東西俵屋町６６８番
地３

株式会社徳豊
代表取締役　鄒　淳

簡易宿所 2017/11/13
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ＪＡＰＡＮＩＮＧ　ＨＯＴＥＬ　御前 Kamigyo-ku 京都市上京区御前通下立売下る下之町４１２番地１
株式会社ガーネット
代表取締役　中野　拓磨

簡易宿所 2017/11/15

洛　加賀屋 Kamigyo-ku
京都市上京区中立売通浄福寺西入加賀屋町３９５番
地　１階

株式会社ＫＢＣ
代表取締役　岡崎　熹敬

簡易宿所 2017/11/16

京都やどまち西陣 Kamigyo-ku
京都市上京区今出川通大宮西入元北小路町１６８番
地

株式会社ワンブロック
代表取締役　辻本　祐介

簡易宿所 2017/11/21

田の屋 Kamigyo-ku
京都市上京区中立売通日暮東入新白水丸町４６２番
地６

田の屋株式会社
代表取締役　田埜ひさよ

旅館 2017/11/28

京小宿　弁天 Kamigyo-ku 京都市上京区下立売通千本東入田中町４１５番地８
京都二条弁天株式会社
代表取締役　中島　知賀子

簡易宿所 2017/11/29

青葉荘 Kamigyo-ku
京都市上京区中立売通千本東入二丁目田丸町３７９
番地１３

株式会社青葉
代表取締役　中積　実

簡易宿所 2017/12/13

玉（たま） Kamigyo-ku
京都市上京区下立売通御前通西入二丁目堀川町５
４３番地１６

古瀬　晃司
簡易宿所 2017/12/22

京町屋ゲストハウス　仁 Kamigyo-ku
京都市上京区元誓願寺通浄福寺東入元中之町５１６
番地３

西澤　彰
簡易宿所 2017/12/25

Ｇｕｅｓｔ　Ｈｏｕｓｅ　Ｏｎｅ　Ｍｏｒｅ　Ｈｅａｒｔ
ａｔ　ＫＡＭＩＳＨＩＣＨＩＫＥＮ　Ⅰ

Kamigyo-ku
京都市上京区今出川通六軒町西入西上善寺町１８０
番地２

株式会社Ｏｎｅ　Ｍｏｒｅ　Ｈｅａｒｔ
代表取締役　吉田　奨

簡易宿所 2017/12/25

Ｇｕｅｓｔ　Ｈｏｕｓｅ　Ｏｎｅ　Ｍｏｒｅ　Ｈｅａｒｔ
ａｔ　ＫＡＭＩＳＨＩＣＨＩＫＥＮ　Ⅱ

Kamigyo-ku
京都市上京区今出川通六軒町西入西上善寺町１８０
番地１

株式会社Ｏｎｅ　Ｍｏｒｅ　Ｈｅａｒｔ
代表取締役　吉田　奨

簡易宿所 2017/12/26

京みやび Kamigyo-ku
京都市上京区御前通仁和寺街道上る下竪町１７９番
地７

株式会社アイテックス
代表取締役　垂水　雅一

簡易宿所 2017/12/26

日々　タウンハウス Kamigyo-ku
京都市上京区仁和寺街道御前通西入下横町１９９番
地２１

一谷　陽子
簡易宿所 2017/12/28

ゲストハウス　月沈原 Kamigyo-ku 京都市上京区下立売通堀川西入西橋詰町２７７番地
合同会社月沈原
代表社員　田　文潔

簡易宿所 2018/1/10

東若宮町ゲストハウス Kamigyo-ku
京都市上京区大宮通今宮御旅所下る東入東若宮町
６７番地２１

２０２ｃｏｍｐａｎｙ株式会社
代表取締役　滋野　義則

簡易宿所 2018/1/11

ＴＨＥ　ＨＯＴＥＬ　ＫＩＹＯＭＩＺＵ　御所西 Kamigyo-ku 京都市上京区小川通下立売上る勘兵衛町１３２番地
京都きよみず株式会社
代表取締役　松本　尚子

旅館 2018/1/11

乃の庵　二条城 Kamigyo-ku
京都市上京区仁和寺街道六軒町西入四番町１５１番
地８４

株式会社スリーグッド
代表取締役　田中　祐貴

簡易宿所 2018/1/30

をかし Kamigyo-ku
京都市上京区御前通下立売上る三丁目西上之町２
４５番地５３

合同会社ＳＬＭ
代表社員　兼田　明典

簡易宿所 2018/1/10

丸弥ゲストハウス白梅町 Kamigyo-ku
京都市上京区今小路通御前通西入紙屋川町１０１５
番地３１

富士ハウジング株式会社
代表取締役　草岡　弥生

簡易宿所 2018/1/10

望宮舎 Kamigyo-ku
京都市上京区中立売通油小路西入上る松之下町５
７番地１２

辜　石
簡易宿所 2018/1/30

ゲストハウス青空 Kamigyo-ku
京都市上京区新町室町の間上立売下る瓢箪図子町
６２番地２

キラリ管理合同会社
代表社員　鐘　真理子

簡易宿所 2018/2/23

ひふみ御所東かもがわ Kamigyo-ku
京都市上京区荒神口通河原町東入亀屋町１２３番
地，１２４番地ダイショウ荒神口ビル４Ｆ

ダイショウ株式会社
代表取締役　北門　和紀

簡易宿所 2018/2/23

エビス今出川 Kamigyo-ku
京都市上京区上立売通浄福寺西入蛭子町６６３番地
１

株式会社ゲストハウスイン
代表取締役　中村　淳

簡易宿所 2018/2/16
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大雲　ＣａｓａＯＧＵＭＯ Kamigyo-ku 京都市上京区一条通千本東入伊勢殿構町２７０
株式会社大雲
代表取締役　黄秀娟

簡易宿所 2018/2/28

てまり家 Kamigyo-ku
京都市上京区千本通下立売上る十四軒町４０２番地
５

簡易宿所 2018/3/2

ＶｉｌｌａＦｒｏｎｔ　Ｋｙｏｔｏ　Ｓｅｉｍｅｉ Kamigyo-ku
京都市上京区葭屋町通一条上る晴明町８１６番地
１，８１６番地２

株式会社ツジカワ
代表取締役　辻川　昌宏

簡易宿所 2018/3/6

京都二条　さわら木の宿 Kamigyo-ku 京都市上京区椹木町通堀川西入講堂町２４３番地
株式会社サンケイビル
代表取締役　飯島　一暢

簡易宿所 2018/3/7

風葉堂 Kamigyo-ku
京都市上京区千本通下立売下る小山町９０８番地３
１

張　昊
簡易宿所 2018/3/14

京おばたや Kamigyo-ku 京都市上京区下立売通千本西入稲葉町４５２番地
小畑　洋子

簡易宿所 2018/3/14

ＲＥＳＩ　ＳＴＡＹ　今出川 Kamigyo-ku
京都市上京区今出川通新町西入弁財天町３３３番地
１

株式会社レジステイ
代表取締役　山越　悠登

簡易宿所 2018/3/20

Ｏｎｅ　Ｍｏｒｅ　Ｈｅａｒｔ　Ｎｉｓｈｉｊｉｎ　１ Kamigyo-ku
京都市上京区出水通土屋町西入西神明町３３７番地
６

株式会社Ｏｎｅ　Ｍｏｒｅ　Ｈｅａｒｔ
代表取締役　吉田　奨

簡易宿所 2018/3/22

二条　福来朗邸 Kamigyo-ku
京都市上京区竹屋町通千本東入主税町１２５４番地
１

株式会社山好ホーム
代表取締役　片山　好司

簡易宿所 2018/3/27

一条堀川如水館 Kamigyo-ku 京都市上京区一条通黒門東入如水町７５番地２
株式会社大工園商事
代表取締役　大工園　隆

簡易宿所 2018/3/29

Ｇｕｅｓｔ　ｈｏｕｓｅ　華音 Kamigyo-ku
京都市上京区新町通今出川上る西入近衛殿表町１
６０番地２

杉村　優華
簡易宿所 2018/3/29

京都アートステイ西陣捨松 Kamigyo-ku
京都市上京区笹屋町通智恵光院西入笹屋町一丁目
５２５番地１，５２５番地２，５２３番地

株式会社フラット・エージェンシー
代表取締役　吉田　創一

簡易宿所 2018/3/30

Ｈｉｄｄｅｎ　Ｉｎｎ　Ｇｏｓｈｏ Kamigyo-ku
京都市上京区油小路通中立売下る甲斐守町１２１番
地１７

Ａｓｃｅｎｔ株式会社
代表取締役　ゴットリーブセン・キース

簡易宿所 2018/3/30

京都ＧＣイン Kamigyo-ku
京都市上京区西洞院通丸太町上る夷川町３８８番
地，３８８番地３

合同会社ゆとり空間社
代表社員　二神　崇

簡易宿所 2018/4/2

色絵　古都　いろえ　こと　ＩＲＯＥ　ＫＯ
ＴＯ

Kamigyo-ku
京都市上京区土屋町通下長者町下る弁天町３０５番
地１５

陳　紀仁
簡易宿所 2018/4/10

悠路里　ＹｕｌｕｌＹ Kamigyo-ku
京都市上京区小川通元誓願寺下る靱屋町５０２番地
１

青木こう
簡易宿所 2018/4/12

喜舎 Kamigyo-ku
京都市上京区日暮通丸太町上る西入西院町７４７番
地５０

サニー株式会社
代表取締役　黎　運俊

簡易宿所 2018/4/17

京宿　やちきた　ＤＯＭＡ Kamigyo-ku 京都市上京区六軒町通五辻上る末広町２１番地６
有限会社八千代住宅販売
取締役　大東　慎吾

簡易宿所 2018/4/19

京町屋　二条城 Kamigyo-ku
京都市上京区黒門通丸太町上る小伝馬町５５０番地
３　１階

藤井　健太郎
簡易宿所 2018/4/27

ＪＡＰＡＮＩＮＧ　ＨＯＴＥＬ　七本松 Kamigyo-ku
京都市上京区七本松通仁和寺街道上る一番町１０１
番地３

株式会社ボイルドエッグ
代表取締役　佐々木　優也

簡易宿所 2018/4/27

さゝや庵 Kamigyo-ku
京都市上京区笹屋町通千本西入笹屋四丁目２８９番
地

株式会社水口
代表取締役　水口　義晴

簡易宿所 2018/4/27

近衛ハウス Kamigyo-ku
京都市上京区室町通出水上る近衛町３７番地２　２
階

木原　由稀
簡易宿所 2018/4/27
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ＴＡＫＥＹＡ　ＮＩＳＨＩＪＩＮ Kamigyo-ku
京都市上京区元誓願寺通千本東入元四丁目４２１番
地

ジュン　ハオ　ネオ
簡易宿所 2018/5/7

愉庵 Kamigyo-ku
京都市上京区上長者町通千本東入北側信濃町４７７
番地

鄭　玉昆
簡易宿所 2018/5/7

香柏　北ノ天満宮 Kamigyo-ku
京都市上京区御前通今出川上る二丁目北町６５１番
地３０

株式会社シーウィングス
代表取締役　高橋　孟

簡易宿所 2018/5/14

Ｔｓｕｒｕ　Ｋａｍｅ　Ｈｏｕｓｅ Kamigyo-ku 京都市上京区椹木通大宮西入中書町６７６番地
合同会社Ｓｈｉｋｉ　Ｇｒｏｕｐ
代表社員　神田　千愛

簡易宿所 2018/5/15

鶴居・御所西 Kamigyo-ku 京都市上京区椹木町通室町東入養安町２４２番地４
株式会社徳豊
代表取締役　鄒　淳

簡易宿所 2018/5/15

京都粋伝庵　離れ　ドミトリー翆 Kamigyo-ku
京都市上京区上立売通浄福寺半丁西入上る真倉町
７３２番地１，７３２番地２，７３４番地１，７３４番地２

自然体有限会社
取締役　藤村　昌一

簡易宿所 2018/5/15

西陣京町家　白虎邸 Kamigyo-ku
京都市上京区笹屋町通千本西入笹屋四丁目２８４番
地

株式会社ティ・エ・エス
代表取締役　平世　将夫

簡易宿所 2018/5/15

Ｔ’ｓ　Ｇｕｅｓｔ　Ｈｏｕｓｅ Kamigyo-ku
京都市上京区千本通元誓願寺下る松屋町３９９番地
２階，３階

長田　宇生
簡易宿所 2018/5/28
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若葉家 Sakyo-ku 京都市左京区聖護院川原町29
振古　祥子

旅館 1937/1/22

吉田山荘 Sakyo-ku 京都市左京区吉田下大路町59-1
株式会社　吉田山荘
代表取締役　中村　英一

旅館 1949/10/7

有限会社　旅館　さわや本店 Sakyo-ku 京都市左京区聖護院川原町25
有限会社　旅館　さわや本店
代表取締役　中村　貞正

旅館 1956/9/25

洛東荘 Sakyo-ku 京都市左京区岡崎東福ノ川町18
山田　貞子

旅館 1957/5/23

北野家 Sakyo-ku 京都市左京区東大路通仁王門下る東門前町524
西村　安恵

旅館 1958/2/10

小の山荘 Sakyo-ku 京都市左京区大原来迎院町444
有限会社　小の山荘
代表取締役　山崎　美子

旅館 1959/3/4

株式会社　北白川天然ラヂウム温泉 Sakyo-ku 京都市左京区北白川地蔵谷町1-125
株式会社　北白川天然ラヂウム温泉
代表取締役　藤田　恒二郎

旅館 1960/12/23

旅館　洛頂 Sakyo-ku 京都市左京区下鴨東半木町67
浦出　克則

旅館 1962/9/24

不動温泉 Sakyo-ku 京都市左京区北白川地蔵谷町1-244
不動院
代表役員　黄丹　良海

簡易宿所 1963/7/30

京都教育文化センター Sakyo-ku 京都市左京区聖護院川原町4-13
一般財団法人　京都教育文化センター

簡易宿所 1964/5/1

聖護院荘 Sakyo-ku 京都市左京区聖護院中町8
柄田　光子

旅館 1964/12/4

株式会社　八千代 Sakyo-ku 京都市左京区南禅寺福地町25.34合地
株式会社　八千代
代表取締役　中西　義美

旅館 1964/12/22

野田家 Sakyo-ku 京都市左京区大原戸寺町196
野田　清子

旅館 1967/9/18

辻 Sakyo-ku 京都市左京区大原草生町45
辻　京子

簡易宿所 1969/11/10

もみぢ茶屋 Sakyo-ku 京都市左京区大原来迎院町341
畠中　菊江

簡易宿所 1969/11/12

古知平 Sakyo-ku 京都市左京区大原古知平町60
辻中　静子

簡易宿所 1969/11/12

三千院道 Sakyo-ku 京都市左京区大原大長瀬町287-1
谷口　正治

簡易宿所 1969/12/23

はんじ Sakyo-ku 京都市左京区大原上野町557
杉本　滋

旅館 1970/11/4

山ばな　平八茶屋 Sakyo-ku 京都市左京区山端川岸町8-1
株式会社　平八茶屋
代表取締役　園部　晋吾

旅館 1970/12/16

はりま屋　旅館 Sakyo-ku 京都市左京区聖護院川原町11
平田　弘子

旅館 1971/6/12

旅館　茶谷 Sakyo-ku 京都市左京区大原草生町160
茶谷　のり子

旅館 1971/11/11

喜津祢 Sakyo-ku 京都市左京区大原上野町1
井上　富久子

旅館 1972/2/22
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小谷屋 Sakyo-ku 京都市左京区花脊別所町350
藤井　富江

旅館 1972/5/26

右源太 Sakyo-ku 京都市左京区鞍馬貴船町76
株式会社　右源太
代表取締役　鳥居　宏行

旅館 1973/5/15

ひろや Sakyo-ku 京都市左京区鞍馬貴船町56
株式会社　ひろや
代表取締役　廣谷　和仁

旅館 1973/8/4

よしこ Sakyo-ku 京都市左京区大原戸寺町75
野田　ヤス

旅館 1974/8/26

有限会社　寺谷 Sakyo-ku 京都市左京区花脊原地町291
有限会社　寺谷
代表取締役　橋詰　和男

旅館 1974/10/26

洛北若葉寮 Sakyo-ku 京都市左京区下鴨西高木町37
安念　悦子

簡易宿所 1975/5/24

大原念仏寺会館 Sakyo-ku 京都市左京区大原来迎院町270
宗教法人　念仏寺
代表役員　大島　亮幸

簡易宿所 1975/7/16

宿坊　浄蓮華院 Sakyo-ku 京都市左京区大原来迎院町407
多紀　穎信

簡易宿所 1975/8/26

民宿　三千院道 Sakyo-ku 京都市左京区大原大長瀬町237
谷口　正治

簡易宿所 1975/8/26

聖護院　御殿荘 Sakyo-ku 京都市左京区聖護院中町15
株式会社　聖護院御殿荘
代表取締役　棚橋　洋子

旅館 1976/4/27

岡乃家 Sakyo-ku 京都市左京区上高野北田町9-8
岡野　志津子

簡易宿所 1976/10/15

いるや Sakyo-ku 京都市左京区修学院山添町6
射矢　昌子

簡易宿所 1976/11/6

紫草庵 Sakyo-ku 京都市左京区大原古知平町8
中島　敬子

簡易宿所 1977/1/26

ペンション北白川 Sakyo-ku 京都市左京区北白川上別当町5-9
原田　玲子

簡易宿所 1978/9/22

美里 Sakyo-ku 京都市左京区大原戸寺町98
松田　みさ江

簡易宿所 1978/10/9

ますや旅館 Sakyo-ku 京都市左京区新麩屋町通仁王門下る大菊町145
株式会社　ますや旅館
代表取締役　田中　秀彦

旅館 1979/9/11

民宿　なかむら Sakyo-ku 京都市左京区上高野上荒蒔町10-4
中村　耀子

簡易宿所 1980/5/21

大黒谷キャンプ場 Sakyo-ku
京都市左京区久多下の町27.28.29.30.317.318川合町
341.342

小瀧　忠雄
簡易宿所 1983/7/21

芹生 Sakyo-ku 京都市左京区大原勝林院町22
株式会社　芹生
代表取締役　西川　大祐

旅館 1983/10/17

八瀬かまぶろ温泉ふるさと Sakyo-ku 京都市左京区八瀬近衛町239
株式会社　八瀬かまぶろ温泉
代表取締役　東　行正

旅館 1984/2/4

日本私立学校振興・共済事業団京都
宿泊所「白河院」

Sakyo-ku 京都市左京区岡崎法勝寺町16
日本私立学校振興・共済事業団
理事長　河田　悌一

旅館 1984/3/9

ホテル　ジャルダン　フルール Sakyo-ku 京都市左京区岡崎法勝寺町1-11
有限会社　古都
代表取締役　中原　正智

旅館 1985/1/31
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ひさのや Sakyo-ku 京都市左京区久多下の町229
足立　ハツ

簡易宿所 1985/5/7

播州館 Sakyo-ku 京都市左京区聖護院川原町2
越川　幹弘

旅館 1986/6/10

グランドプリンスホテル京都 Sakyo-ku 京都市左京区岩倉幡枝町1092
株式会社　プリンスホテル
代表取締役　赤坂　茂好

ホテル 1986/10/1

古根 Sakyo-ku 京都市左京区広河原尾花町200
高橋　富男

簡易宿所 1987/3/24

国立京都国際会館　ロッジ Sakyo-ku 京都市左京区岩倉大鷺町422
株式会社　国立京都国際会館食堂
代表取締役　浜端　彰

ホテル 1987/4/3

くらま温泉 Sakyo-ku 京都市左京区鞍馬本町520
有限会社　くらま温泉
代表取締役　成田　貞夫

旅館 1987/6/3

株式会社　京都トラベラーズ・イン Sakyo-ku 京都市左京区岡崎円勝寺町91-2
株式会社　京都トラベラーズ・イン
代表取締役　中川　泉

簡易宿所 1988/7/29

貴船ふじや Sakyo-ku 京都市左京区鞍馬貴船町40
株式会社　貴船ふじや
代表取締役　藤谷　宏徳

旅館 1989/7/31

料理旅館　奏 Sakyo-ku 京都市左京区岡崎法勝寺町1-2
株式会社　フジ産業
代表取締役　田中　勝

ホテル 1989/9/5

芝蘭会館別館（国際交流会館） Sakyo-ku 京都市左京区吉田牛ノ宮町11-1.11-2
一般社団法人　芝蘭会
会長　上本　伸二

ホテル 1989/12/27

東京都電機健康保険組合　保養所洛
北荘

Sakyo-ku
京都市左京区八瀬秋元町125-1.125-4.125-5.125-
6.125-7.125-8.125-9.125-10.126-1.126-4

東京都電機健康保険組合
理事長　鈴木　敏雄

旅館 1990/9/14

ひろ文 Sakyo-ku 京都市左京区鞍馬貴船町８７番地
株式会社ひろ文
代表取締役　廣谷　淳

旅館 1992/6/26

大原の里 Sakyo-ku 京都市左京区大原草生町４１，４２，４８３番地
株式会社　大原の里
代表取締役　山本　英和

旅館 1992/7/2

門前茶屋 Sakyo-ku 京都市左京区花脊原地町３８４
中東　光治

旅館 1992/9/24

旅館丸家 Sakyo-ku 京都市左京区聖護院川原町２
飛田　洋

旅館 1992/11/19

くら満荘 Sakyo-ku 京都市左京区鞍馬本町６００
株式会社　くら満荘
代表取締役　西村　吉昭

簡易宿所 1992/11/24

仲よし Sakyo-ku 京都市左京区鞍馬貴船町71番地
株式会社貴船仲よし
代表取締役　中村　弘己

簡易宿所 1993/3/15

菊水 Sakyo-ku 京都市左京区南禅寺福地町31
（株）菊水
代表取締役　佐藤　裕久

旅館 1993/11/4

日本放送協会健康保険組合京都保養
所　洛風荘

Sakyo-ku 京都市左京区岡崎法勝寺町５８
日本放送協会健康保険組合
理事長　角田　幹夫

旅館 1994/2/23

ＳＡＫＵＲＡ　ＨＯＴＥＬ　ＭＯＳＡＩＣ Sakyo-ku 京都市左京区上高野上荒蒔町8番地
有限会社　ケイズ
代表取締役　加藤　隆治

簡易宿所 1997/3/10

花脊山村都市交流の森「翠峰荘」 Sakyo-ku 京都市左京区花脊八桝町２６３
公益財団法人京都市森林文化協会
理事長　中野　三郎

簡易宿所 1997/6/27

みつた荘 Sakyo-ku 京都市左京区花脊原地町248番地
古原　敏

旅館 1997/8/22
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桂雅堂 Sakyo-ku 京都市左京区花脊原地町312番地
永谷　美恵子

簡易宿所 1997/10/20

株式会社　貴船べにや Sakyo-ku 京都市左京区鞍馬貴船町17-1，18-1
株式会社　貴船べにや
代表取締役　藤谷　幸士

旅館 1997/12/3

ひのたに Sakyo-ku 京都市左京区久多上の町８２
檀林　八代子

簡易宿所 1999/1/8

ホテル　デ・ラ・ピエール Sakyo-ku 京都市左京区岡崎法勝寺町６４番地１
ヒロシ観光株式会社
代表取締役　石井　博治

ホテル 1999/3/12

大原温泉　湯元のお宿　民宿　大原山
荘

Sakyo-ku 京都市左京区大原草生町１７番地
有限会社大原山荘
代表取締役　山本　秀幸

旅館 1999/4/12

星野リゾート　ロテルド比叡 Sakyo-ku 京都市左京区一乗寺病ダレ１番地
株式会社　ホテル京阪
代表取締役　工藤　俊也

ホテル 1999/4/23

魚山園 Sakyo-ku 京都市左京区大原来迎院町４５４番地
有限会社魚山園
代表取締役　澤田　正人

旅館 1999/4/28

アピカルイン京都 Sakyo-ku 京都市左京区松ケ崎小竹薮町３番３
株式会社　エムアンドエムサービス
代表取締役　小池　悟

旅館 2002/4/1

阿古屋荘 Sakyo-ku 京都市左京区八瀬近衛町６８１
柳岡　通雄

旅館 2002/4/30

美山荘 Sakyo-ku 京都市左京区花脊原地町３７５
有限会社　美山荘
代表取締役　中東　久人

旅館 2002/6/5

いこいの里　久多キャンプ場 Sakyo-ku 京都市左京区久多川合町３９５
京都市森林組合
代表理事　吉田　英治

簡易宿所 2004/11/18

トンボ Sakyo-ku 京都市左京区田中上柳町１４
淡嶋　健仁

簡易宿所 2005/2/24

鹿麓 Sakyo-ku 京都市左京区鹿ケ谷寺ノ前町28-1
後藤　純

簡易宿所 2005/5/12

ゲストハウス　和楽庵 Sakyo-ku 京都市左京区聖護院山王町19-2
ルバキュエール　裕紀

簡易宿所 2006/7/6

エクシブ京都　八瀬離宮 Sakyo-ku 京都市左京区八瀬野瀬町７４番地１
リゾートトラスト株式会社
代表取締役　伏見　有貴

ホテル 2006/11/16

ゲストハウス地球号 Sakyo-ku 京都市左京区吉田中阿達町３３番地１５，１６号
野間　寛之

簡易宿所 2007/6/28

チャペル　シンデレラ Sakyo-ku 京都市左京区粟田口鳥居町５５番地の２
株式会社京都シンデレラ
代表取締役　宮田　啓光

ホテル 2009/3/6

株式会社貴船きらく Sakyo-ku 京都市左京区鞍馬貴船町４７番地
株式会社貴船きらく
代表取締役　九谷　和彦

旅館 2009/5/14

梵定寺 Sakyo-ku 京都市左京区田中関田町３３－５
福山　昌子

簡易宿所 2009/7/15

ポイントバケーション京都岡崎 Sakyo-ku 京都市左京区岡崎円勝寺町１５４番地
株式会社　リロバケーションズ
代表取締役　植田　淳

簡易宿所 2009/10/23

南禅会館 Sakyo-ku
京都市左京区南禅寺福地町86,86-6,86-786-11,86-
17,86-18

宗教法人　南禅寺
代表役員　中村　文峰

簡易宿所 2011/3/8

ホテル　グランドファイン京都岡崎店 Sakyo-ku 京都市左京区粟田口鳥居町５３番地１１
株式会社上汐企画
代表取締役　小森　努

簡易宿所 2011/4/28
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京都市野外活動施設花背山の家 Sakyo-ku 京都市左京区花脊別所町３９９番地
京都市長　門川　大作

簡易宿所 2011/6/2

ｇｕｅｓｔｈｏｕｓｅ百万遍ｃｒｏｓｓ Sakyo-ku 京都市左京区田中大堰町１５７
株式会社なぎ
代表取締役　吹田　恭子

簡易宿所 2012/9/27

ゲストハウス　こばこ Sakyo-ku 京都市左京区岡崎南御所町４０－１０
清水　友希

簡易宿所 2012/11/14

プリンツ Sakyo-ku 京都市左京区田中高原町５
株式会社プリンツ
代表取締役　細川　信子

簡易宿所 2013/2/6

関西セミナーハウス Sakyo-ku 京都市左京区一乗寺竹ノ内町２３
公益財団法人日本クリスチャン・アカデミー
代表理事　小久保　正

ホテル 2013/4/8

株式会社　兵衛 Sakyo-ku 京都市左京区鞍馬貴船町１０１番地
株式会社兵衛
代表取締役　鳥居　裕子

簡易宿所 2013/5/17

京都南禅寺倶楽部 Sakyo-ku 京都市左京区南禅寺福地町２７－２他２筆
株式会社ビスタリゾート
代表取締役　宮田　公也

旅館 2013/7/5

源鳳院 Sakyo-ku 京都市左京区岡崎法勝寺町77
株式会社　源鳳院
代表取締役　加藤　由紀子

旅館 2015/2/26

京別邸　聖護院 Sakyo-ku 京都市左京区聖護院川原町25番地22
株式会社　八清
代表取締役　西村　孝平

簡易宿所 2015/4/21

蕎麦打ち　おくで Sakyo-ku 京都市左京区久多中の町111番地
奥出　一順

簡易宿所 2015/5/13

ＹＡＭＡＷＡ　ＨＯＵＳＥ Sakyo-ku 京都市左京区新間之町通二条下る頭町３４４番地
高岸　正憲

簡易宿所 2015/6/4

御宿　北川 Sakyo-ku 京都市左京区田中上柳町２０番地
K＆M合同会社
代表社員　髙村　眞理

簡易宿所 2015/7/31

宿ｙａ Sakyo-ku 京都市左京区山端川端町７番地７
ガーデン・ワールド株式会社
代表取締役　藤井　裕久

簡易宿所 2015/10/20

スマイル庵 Sakyo-ku 京都市左京区北白川久保田町64番地8
増田　大藏

簡易宿所 2015/10/29

三条１９９９ Sakyo-ku
京都市左京区新富小路通仁王門下る讃州寺町２４０
番地

松本　一樹
簡易宿所 2015/11/30

カーサ吉田本町 Sakyo-ku 京都市左京区吉田本町２６番地７
ビジネス地所有限会社
代表取締役　山田　信子

簡易宿所 2015/12/9

花背こども村 Sakyo-ku 京都市左京区花背八桝町６５０番地
熊本　マリ子

簡易宿所 2015/12/25

ゲストハウス　牡丹ハウス Sakyo-ku 京都市左京区聖護院川原町３５番地２４
呉　瓊玲

簡易宿所 2016/1/8

聖護院　ななこ Sakyo-ku 京都市左京区聖護院円頓美町２２番地１１
高橋　信也

簡易宿所 2016/1/27

聖護院　ねねこ Sakyo-ku 京都市左京区聖護院円頓美町２２番地１２
高橋　信也

簡易宿所 2016/1/27

コウメノハナレ Sakyo-ku
京都市左京区古川町通三条上る二丁目東門前町５
２３番地６

梅谷　康則
簡易宿所 2016/1/29

懐古庵　小町 Sakyo-ku 京都市左京区新高倉通孫橋上る法皇寺町４３２番地
株式会社　懐古庵
代表取締役　鷲尾　澄子

簡易宿所 2016/2/18
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学庵 Sakyo-ku
京都市左京区新高倉通仁王門下る福本町４１７番地
１０

株式会社　懐古庵
代表取締役　鷲尾　澄子

簡易宿所 2016/2/18

福寿庵 Sakyo-ku
京都市左京区新高倉通仁王門下る福本町４２６番地
５

株式会社　懐古庵
代表取締役　鷲尾　澄子

簡易宿所 2016/2/19

ゲストハウス　遺芳庵 Sakyo-ku 京都市左京区新間之町通二条下る頭町３６２番地８
株式会社　日本の窓
代表取締役　ルガシ・アブラハム

簡易宿所 2016/2/29

光雲寺　閑雲庵 Sakyo-ku 京都市左京区南禅寺北ノ坊町５９番地
特定非営利活動法人　京都文化協会
理事　田辺　幸次

簡易宿所 2016/3/24

らく家　聖護院 Sakyo-ku 京都市左京区聖護院蓮華蔵町２８番地６号
株式会社　京都建設センター
代表取締役　後寶　三郎

簡易宿所 2016/4/6

このえ Sakyo-ku 京都市左京区吉田下阿達町２３番地３
株式会社　ＭＢＣ
代表取締役　伊澤　慎一

簡易宿所 2016/4/21

吉田町屋 Sakyo-ku 京都市左京区吉田下阿達町２３番地３
株式会社　ＭＢＣ
代表取締役　伊澤　慎一

簡易宿所 2016/4/21

らく家出町柳東 Sakyo-ku 京都市左京区田中大堰町12番地
株式会社　京都建設センター
代表取締役　後寶　三郎

簡易宿所 2016/7/4

お宿　聖護院 Sakyo-ku 京都市左京区聖護院蓮華蔵町２８番地７
福嶋　辰生

簡易宿所 2016/7/11

ホテル平安の森京都 Sakyo-ku 京都市左京区岡崎東天王町５１番地
リザンコーポレーション株式会社
代表取締役　平　剛俊

ホテル 2016/7/13

地蔵庵 Sakyo-ku 京都市左京区新間之町通二条下る頭町３４８番地２
株式会社　日本の窓
代表取締役　ルガシ・アブラハム

簡易宿所 2016/7/27

福家・鴨川東館 Sakyo-ku
京都市左京区新麩屋町通仁王門下る大菊町９８番
地１５

株式会社　好時
代表取締役　郝　石

簡易宿所 2016/8/2

Hidden　Inn Sakyo-ku 京都市左京区田中南西浦町８２番地６
キース・ゴットリーブセン

簡易宿所 2016/8/23

ＵＭＥ　ＨＯＵＳＥ Sakyo-ku 京都市左京区下鴨西本町１９番地１
堀　歩未

簡易宿所 2016/8/26

Ｋｙｏｔｏ Ｈｏｍｅ 吉田 Sakyo-ku 京都市左京区吉田下阿達町１４番地２
有限会社マグ広告ドットコム
代表取締役　丸山　純孝

簡易宿所 2016/8/26

宿ｙａ　葵 Sakyo-ku 京都市左京区下鴨貴船町１０８番地１
ガーデン・ワールド株式会社
代表取締役　藤井　裕久

簡易宿所 2016/8/29

神宮の杜 Sakyo-ku 京都市左京区高野泉町６番地５
株式会社ホームズホールディングス
代表取締役　柏原　優一

簡易宿所 2016/9/7

ＲＰ　川端二条 Sakyo-ku 京都市左京区川端通二条下る孫橋町９番地３
合同会社　ロケットパンチ
代表社員　前田　悠図

簡易宿所 2016/9/9

お寺の宿　常林寺（離レ） Sakyo-ku 京都市左京区田中下柳町１８番地
株式会社ＭｏｏｏＫ
代表取締役　松尾　瑠衣

簡易宿所 2016/9/13

ゲストハウス　もたな Sakyo-ku 京都市左京区田中南大久保町12番地15
キリンクラフト有限会社
代表取締役　煎江　繁雄

簡易宿所 2016/9/27

京師三条　華な乃 Sakyo-ku 京都市左京区新丸太町７０番地３
才藤　詔子

簡易宿所 2016/10/7

京町家宿　杉谷 Sakyo-ku
京都市左京区二条通川端東入二丁目杉本町２６６番
地５

株式会社　橋本コーポレーション
代表取締役　橋本　博

簡易宿所 2016/10/11
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栄之屋（ｈａｌｏ　ｈｏｕｓｅ） Sakyo-ku
京都市左京区丸太町通川端東入東丸太町１４番地３
５

株式会社　三川
代表取締役　王　穎

簡易宿所 2016/10/17

ロータリーマンション修学院イン京都 Sakyo-ku 京都市左京区山端川原町７番地７　１階
山田　弘継

簡易宿所 2016/10/20

福家・鴨川西館 Sakyo-ku
京都市左京区新麩屋町通仁王門下る大菊町９８番
地１６

株式会社　好時
代表取締役　郝　石

簡易宿所 2016/11/17

優り草 Sakyo-ku
京都市左京区新麩屋町通仁王門下る大菊町１０９番
地

株式会社　インフィクス
代表取締役　間宮　吉彦

簡易宿所 2016/11/21

神宮丸太町レジデンシャル　ハウス Sakyo-ku
京都市左京区東竹屋町通川端東入東竹屋町６５番
地２

株式会社　ジャパンスタイルウエスト
代表取締役　平松　みよ子

簡易宿所 2016/12/13

傾奇庵 Sakyo-ku
京都市左京区岡崎天王町１３番地２ポケットプラザ２
Ｆ

増田　翔太朗
簡易宿所 2016/12/27

京都　ゆきのや Sakyo-ku 京都市左京区浄土寺馬場町１７番地１
吉村　之宏

簡易宿所 2017/1/16

ゲストハウス　月と Sakyo-ku 京都市左京区聖護院山王町１９番地７
山内　マヤコ

簡易宿所 2017/2/1

京都小宿　銀閣亭 Sakyo-ku 京都市左京区浄土寺西田町１０８番地１２
株式会社　フォレスト
代表取締役　豊田　高史

簡易宿所 2017/3/1

いにしえの京宿　風韻庵 Sakyo-ku 京都市左京区二条通川端東入大菊町９８番地１２
株式会社　ベスト・インベスト
代表取締役　日下　雅之

簡易宿所 2017/3/15

瀬音 Sakyo-ku 京都市左京区岡崎円勝寺町５６番１
一般社団法人　水車の竹中保存会
代表理事　川岸　千鶴子

簡易宿所 2017/3/15

Ｖｉｌｌａ　法然院西 Sakyo-ku 京都市左京区鹿ケ谷法然院西町２０
鈴鹿　ひとみ

簡易宿所 2017/3/21

茅葺き民家　治良吉 Sakyo-ku 京都市左京区久多宮の町２０３番地
常本　治

簡易宿所 2017/3/31

ＥＮＧＡＷＡ　ＨＯＵＳＥ Sakyo-ku 京都市左京区久多宮の町２１１番地
松瀬　萌子

簡易宿所 2017/3/31

地遊舎 Sakyo-ku 京都市左京区久多下の町２７８番地
椙村　恵次

簡易宿所 2017/3/31

農家民宿＆別所 Sakyo-ku 京都市左京区花脊別所町５５９番地
藤井　順一

簡易宿所 2017/3/31

久多の宿　ゆるり Sakyo-ku 京都市左京区久多宮の町７５番地
中坊　明正

簡易宿所 2017/3/31

源之進 Sakyo-ku 京都市左京区久多上の町５６番地
岩渕　ぬい

簡易宿所 2017/3/31

ＧＵＥＳＴＨＯＵＳＥ　ＣＨＡＹＡＭＡ Sakyo-ku 京都市左京区田中西高原町１４番地６
ジェイムス　バンクス

簡易宿所 2017/4/7

出町１ Sakyo-ku 京都市左京区田中下柳町１０番地３０，４３番地
Ｊａｐａｎ　Ｅｘｐｅｒｉｅｎｃｅ株式会社
代表取締役　森　昌子

簡易宿所 2017/4/13

出町２ Sakyo-ku 京都市左京区田中下柳町１０番地３２，４３番地４
Ｊａｐａｎ　Ｅｘｐｅｒｉｅｎｃｅ株式会社
代表取締役　森　昌子

簡易宿所 2017/4/13

お宿　平安神宮 Sakyo-ku 京都市左京区岡崎徳成町８番地１１
福嶋　辰生

簡易宿所 2017/4/14
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Ｇｕｅｓｔ　Ｈｏｕｓｅ　Ａｏｉ　Ｎａｋａｍｏｔｏ Sakyo-ku 京都市左京区鹿ケ谷法然院西町２６番地
中本　進治

簡易宿所 2017/4/20

鉄板焼ハウス Sakyo-ku 京都市左京区鹿ケ谷上宮ノ前町２０番地５
ピエール・ジル・ティエリー・デュランテ

簡易宿所 2017/4/28

京都　いちじょう Sakyo-ku 京都市左京区一乗寺地蔵本町２３番地1
中嶋　淳三

簡易宿所 2017/5/1

ＫＭＣ　ＨＯＵＳＥ Sakyo-ku 京都市左京区新堺町通仁王門下る和国町４０１番地
表山　千紗

簡易宿所 2017/5/2

ビリケン新葵橋 Sakyo-ku 京都市左京区下鴨宮崎町１２１番地１
大山　善子

簡易宿所 2017/5/24

籠～ＮＵＫＵＭＯＲＩ～ Sakyo-ku
京都市左京区東竹屋町通川端東入東竹屋町６９番
地２５

株式会社　ＨＵＭＡＮ　ＩＮＮＯＶＡＴＩＯＮ
代表取締役　吉田　優太

簡易宿所 2017/6/27

庵　鴨川一条 Sakyo-ku 京都市左京区吉田下阿達町２３番地３
流体計画株式会社
代表取締役　山田　英樹

簡易宿所 2017/6/28

空と海の大地 Sakyo-ku 京都市左京区吉田泉殿町１番地９５
藤井　京隆

簡易宿所 2017/6/29

Ｈｏｓｔｅｌ　Ｇｉｎｋａｋｕｊｉ Sakyo-ku 京都市左京区浄土寺西田町５８番地２　１階
株式会社　ＦＵＮＳＱＵＡＲＥ
代表取締役　松岡　亨

簡易宿所 2017/7/5

下宿屋　湯浅（Ｇｅｓｙｕｋｕｙａ－Ｙｕａｓａ） Sakyo-ku 京都市左京区吉田下阿達町３１番地２８
湯浅　究

簡易宿所 2017/7/11

ＮＩＭＯＮ Sakyo-ku
京都市左京区仁王門通新高倉東入正往寺町４５０番
地

株式会社　ひかり
代表取締役　金城　直幸

簡易宿所 2017/7/11

カプセルホテル　漫遊堂 Sakyo-ku
京都市左京区田中西大久保町１４番地,１４番地２島
田第２ビル　１F

株式会社ミックス
代表取締役　柴田　増夫

簡易宿所 2017/7/28

ＨＡＴＡＧＯ　東山三条 Sakyo-ku
京都市左京区古川町通三条上る二丁目東門前町５
２３番地１６

有限会社　スリーワン
代表取締役　石田　幸靖

簡易宿所 2017/8/8

Ｊｉｎｇｕ　Ｋａｗａｉｉ　Ｈｏｕｓｅ Sakyo-ku
京都市左京区夷川通川端東入二丁目大文字町１７３
番地３　１階，２階

合同会社　あっち
代表社員　杉山　慎

簡易宿所 2017/8/8

Ｌｉｃａ’ｓ　Ｒｏｏｍ Sakyo-ku
京都市左京区田中大堰町２１２番地１レバンガ百万
遍１０９号室

目近　清樹
簡易宿所 2017/8/15

京のｅｎ Sakyo-ku 京都市左京区北白川下別当町２０番地１，１８番地２
徳山　加成子

簡易宿所 2017/8/16

ゲストハウス　ＮＩＮＪＹＡ Sakyo-ku
京都市左京区岡崎徳成町２７番地１５　いづみビル
４Ｆ，５Ｆ

松井　篤
簡易宿所 2017/8/23

京都橘屋　岡崎西邸 Sakyo-ku 京都市左京区岡崎徳成町２７番地１９，２８番地２９
フィデスホーム株式会社
代表取締役　赤尾　聖久

簡易宿所 2017/8/23

曼　鴨川小舎　Ｔｈｅ Ｋａｍｏｇａｗａ Ｄｅｌｔ
ａ

Sakyo-ku 京都市左京区田中関田町２２番地１８
株式会社　凛
代表取締役　藤井　由美

簡易宿所 2017/8/28

入ル Sakyo-ku 京都市左京区吉田下大路町１６番地
宮永　文音

簡易宿所 2017/9/12

レジステイ　Ｋｙｏｄａｉ　Ｗｅｓｔ Sakyo-ku 京都市左京区吉田泉殿町６８番地３０
株式会社　ネクシード
代表取締役　青木　孝守

簡易宿所 2017/9/20

京のや　平安神宮 Sakyo-ku 京都市左京区岡崎徳成町２７番地８
有限会社　リーズ
代表取締役　成田　旭

簡易宿所 2017/9/20
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如意居 Sakyo-ku 京都市左京区田中関田町３４番地１０
羅　燕

簡易宿所 2017/10/12

光雲寺　看月亭 Sakyo-ku 京都市左京区南禅寺北ノ坊町１０番地
特定非営利活動法人京都文化協会
理事　田辺　幸次

簡易宿所 2017/10/20

ＹＡＤＯＹＡ　ＬＯＤＧＥ Sakyo-ku 京都市左京区修学院大林町１４番地１　２F
ガーデン・ワールド株式会社
代表取締役　藤井　裕久

簡易宿所 2017/10/30

Ｍａｒｉｋｏｊｉ　Ｉｎｎ　Ｋｙｏｔｏ Sakyo-ku 京都市左京区田中大堰町１３２番地２
株式会社プライスインターナショナル
代表取締役　プライス・トーマス・ヴィンセント

簡易宿所 2017/11/7

開花庵　京御所・下鴨 Sakyo-ku 京都市左京区田中下柳町８番地９１
株式会社フロレゾン
代表取締役　山本　まゆみ

簡易宿所 2017/11/7

平安桜 Sakyo-ku 京都市左京区岡崎徳成町１５番地２，１５番地９
島田　勝英

簡易宿所 2017/11/8

Ｍａｒｕｔａ　Ｌｏｄｇｅ Sakyo-ku 京都市左京区丸太町通川端東入東丸太町１４番地５
久保瀬　美香子

簡易宿所 2017/11/8

Ｉｎｄｉｇｏ　Ｈｏｕｓｅ Sakyo-ku
京都市左京区二条通川端より八筋東入上る石原町
２８２番地３

国枝　藍
簡易宿所 2017/11/8

八重家　泉殿町 Sakyo-ku 京都市左京区吉田泉殿町６８番地２９
八光地所株式会社
代表取締役　藤林　孝二郎

簡易宿所 2017/11/16

Corsage Sakyo-ku 京都市左京区田中南西浦町２番地北側
濱　賢生

簡易宿所 2017/12/1

惠庵　二条別邸 Sakyo-ku 京都市左京区岡崎徳成町７番地７
株式会社アールビルド
代表取締役　島津　麗叔

簡易宿所 2017/12/11

都美 Sakyo-ku 京都市左京区吉田泉殿町５４番地
有限会社北邑組
取締役　北邑　忍

簡易宿所 2017/12/11

三条　京のや Sakyo-ku
京都市左京区新麩屋町通仁王門下る大菊町１４２番
地２

有限会社リーズ
代表取締役　成田　旭

簡易宿所 2017/12/11

ＨＯＳＴＥＬ　ＮＩＮＩＲＯＯＭ Sakyo-ku 京都市左京区丸太町通川端東入東丸太町３０番地３
株式会社ＮＩＮＩ
代表取締役　西濵　愛乃

簡易宿所 2017/12/19

慈照庵 Sakyo-ku 京都市左京区浄土寺西田町７２番地３
グライド・ファシリティマネジメント株式会社
代表取締役　山口　道元

簡易宿所 2017/12/25

キンタ Sakyo-ku 京都市左京区浄土寺西田町１１５番地４
株式会社フラット
代表取締役　松尾　朗

簡易宿所 2017/12/26

京のこころ　Ｋｙｏｔｏ’ｓ　Ｈｅａｒｔ Sakyo-ku 京都市左京区吉田中阿達町１０番地２７，１０番地４６
コーエン　裕絵

簡易宿所 2017/12/26

ａ－ｕｎ Sakyo-ku
京都市左京区仁王門通新高倉東入北門前町４６９番
地２，４６９番地６，４７４番地１，４７４番地２，４７４番
地３，５０７番地

株式会社Ｒｅｓｅｔ
代表取締役　石垣　健次

簡易宿所 2018/1/11

棚 Sakyo-ku 京都市左京区山端大城田町３１番地４７
大棚　美沙緒

簡易宿所 2018/1/25

Ｋａｍｏｎ　Ｉｎｎ　Ａｋｉｔｓｕｋｉｃｈｏ Sakyo-ku
京都市左京区川端より六筋東夷川上る秋築町２３３
番地１

有限会社スパンエンタープライズ
取締役　青木　新太朗

簡易宿所 2018/1/31

Ｓｕｍｉｎａｇｉ　新先斗町 Sakyo-ku
京都市左京区夷川通川端東入新先斗町１４７番地，
１４４番地

株式会社アーサス
代表取締役　谷口　賢一郎

簡易宿所 2018/2/27

ゲストハウス一乗寺１ Sakyo-ku 京都市左京区一乗寺南大丸町１５番地５　１Ｆ
キリンクラフト有限会社
代表取締役　煎江　繁雄

簡易宿所 2018/3/22
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ゲストハウス一乗寺２ Sakyo-ku 京都市左京区一乗寺南大丸町１５番地５　２Ｆ
キリンクラフト有限会社
代表取締役　煎江　繁雄

簡易宿所 2018/3/22

京都　漆楼　わかさや Sakyo-ku
京都市左京区二条通川端東入上る新先斗町１１８番
地１

株式会社マック
代表取締役　城守　茂右衛門

簡易宿所 2018/3/22

ＹＡ▲ＤＯ！ＫＹＯＴＯ　ＯＫＡＺＡＫＩ Sakyo-ku
京都市左京区二条通新東洞院東入新東洞院町２４９
番地１

ちかなかタイル株式会社
代表取締役　地下中　雅之

簡易宿所 2018/3/27

Ｔｒａｄｉｔｉｏｎａｌ　Ｋｙｏｔｏ　Ｈｏｕｓｅ Sakyo-ku 京都市左京区高野蓼原町１８番地１北西側１Ｆ
有村　成子

簡易宿所 2018/4/2

「京の温所」　岡崎 Sakyo-ku 京都市左京区岡崎円勝寺町９１番地８５
株式会社ワコール
代表取締役　安原　弘展

簡易宿所 2018/4/10

出町柳ゲストハウス Sakyo-ku 京都市左京区田中下柳町８番地９０
株式会社メイト
代表取締役　山口　明彦

簡易宿所 2018/4/10

ＣＯＴＯ京都平安神宮前 Sakyo-ku
京都市左京区丸太町通川端東入東丸太町１４番地２
６

株式会社古都
代表取締役　石井　光一

簡易宿所 2018/4/13

Ｍｉｏのおうちｉｎ　Ｋｙｏｔｏ Sakyo-ku 京都市左京区下鴨宮崎町１２２番地１
家藤　水緒

簡易宿所 2018/4/16

育書居 Sakyo-ku
京都市左京区川端より二筋目仁王門下る新丸太町
７０番地４

張　煒
簡易宿所 2018/4/27

錦花 Sakyo-ku
京都市左京区仁王門通新高倉東入北門前町４９９番
地３，４７６番地４

谷口　正剛
簡易宿所 2018/5/7

泉庵 Sakyo-ku 京都市左京区高野泉町６９番地　１階
桝本　潔

簡易宿所 2018/5/17

Ｃｏｚｙ　ｅｎｊｏｙｍｅｎｔ　ｈｏｔｅｌ　ｎｏ．１１ Sakyo-ku 京都市左京区静市市原町６１９番地３
株式会社ハンドグローイング
代表取締役　辻　武弘

簡易宿所 2018/5/23
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畑 Nakagyo-ku 京都市中京区木屋町三条上る上大阪町５２４
畑　久美子

旅館

柊家旅館 Nakagyo-ku 京都市中京区麩屋町通姉小路上ル中白山町277
柊家　株式会社
代表取締役　西村　勝

旅館 1936/11/25

株式会社　炭屋旅館 Nakagyo-ku 京都市中京区麩屋町通三条下る白壁町431
株式会社　炭屋旅館

旅館 1949/8/4

三福 Nakagyo-ku 京都市中京区先斗町通三条下ル若松町140
小野山　美津代

旅館 1950/5/24

安楽 Nakagyo-ku 京都市中京区大宮通四条上る錦大宮町144
水野　修

旅館 1954/4/22

旅館吉川　株式会社 Nakagyo-ku 京都市中京区富小路通御池下る松下町135
旅館吉川　株式会社
代表取締役　吉川　志津子

旅館 1956/4/2

幾松 Nakagyo-ku 京都市中京区木屋町通御池上る上樵木町497
株式会社　幾松
代表取締役　久保　義介

旅館 1956/11/30

石原旅館 Nakagyo-ku 京都市中京区柳馬場姉小路上る柳八幡町76
石原　元治

旅館 1958/5/28

要庵　　西富家 Nakagyo-ku 京都市中京区富小路通六角下る骨屋之町562
株式会社　西富家
代表取締役　西田　和雄

旅館 1958/9/29

柊家　別館 Nakagyo-ku 京都市中京区御幸町通二条下る山本町431
柊家　株式会社
代表取締役　西村　勝

旅館 1959/7/27

近又 Nakagyo-ku 京都市中京区御幸町通四条上る大日町407
有限会社　近又
代表取締役　鵜飼　治二

旅館 1960/1/20

山喜久 Nakagyo-ku 京都市中京区御池河原町東入一之船入町537
山森　株式会社
代表取締役　山森　好雄

旅館 1962/11/27

株式会社　俵屋旅館 Nakagyo-ku 京都市中京区麩屋町通姉小路上る中白山町278
株式会社　俵屋旅館
代表取締役　佐藤　年

旅館 1962/12/12

加茂川館 Nakagyo-ku 京都市中京区三条通河原町東入中島町１０４
株式会社　加茂川館
代表取締役　藪下　誠

旅館 1968/3/19

お宿　いしちょう Nakagyo-ku 京都市中京区土手町竹屋町東入末丸町284-3
株式会社　石長
代表取締役　石井　雅之

旅館 1969/9/2

石長本館　松菊園 Nakagyo-ku 京都市中京区土手町通竹屋町下る末丸町284-20
株式会社　石長
代表取締役　石井　雅之

旅館 1969/12/27

ＮＩＳＨＩＹＡＭＡ　ＲＹＯＫＡＮ Nakagyo-ku 京都市中京区御幸町二条下る山本町433
株式会社　ホテル西山
代表取締役　西山　武宏

旅館 1970/4/17

株式会社　真砂 Nakagyo-ku 京都市中京区衣棚通三条下る了頓図子町475-4
株式会社　真砂
代表取締役　中村　正晴

旅館 1970/7/21

平新 Nakagyo-ku 京都市中京区蛸薬師通高倉西入泉正寺町314，316
株式会社　平新
代表取締役　遠藤　俊雄

旅館 1971/10/6

松井別館　花かんざし  京都市中京区六角通高倉東入堀之上町１２６
株式会社　ホテル松井
代表取締役　松井　節子

旅館 1973/9/20

旅館　陶月 Nakagyo-ku 京都市中京区間之町通二条上る夷町584
宮木　福子

旅館 1974/11/21

ホテルギンモンド Nakagyo-ku
京都市中京区高倉通り御池下ル亀甲屋町
595,597,599

株式会社ホテルギンモンド
代表取締役　小林　惠三

ホテル 1975/3/10

三賀 Nakagyo-ku 京都市中京区富小路通三条下る朝倉町526
株式会社　三賀
代表取締役　髙橋　妙子

旅館 1975/4/3

ホテルニュー金波樓 Nakagyo-ku 京都市中京区柳馬場通錦小路下る瀬戸屋町467
株式会社　ホテルニュー金波楼
代表取締役　井上　義一

旅館 1976/9/16
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ｃｉｎｑ Nakagyo-ku 京都市中京区御幸町三条下る海老屋町327
田中　良一

旅館 1976/10/19

ホテル本能寺 Nakagyo-ku 京都市中京区寺町通御池下る下本能寺前町522
株式会社　本能寺文化会館
代表取締役　辻　健太郎

旅館 1979/3/28

京都ガーデンホテル Nakagyo-ku 京都市中京区室町通御池南入円福寺町351
株式会社　京都ガーデンホテル
代表取締役　宮川　徳三

ホテル 1980/6/27

旅館　こうろ Nakagyo-ku 京都市中京区六角通高倉東入堀之上町114
株式会社　北原
代表取締役　北原　茂樹

旅館 1982/4/6

石長　松菊園東館 Nakagyo-ku 京都市中京区土手町通夷川上る東入末丸町284
株式会社　石長
代表取締役　石井　雅之

旅館 1982/10/21

松井旅館本館 Nakagyo-ku 京都市中京区柳馬場通六角下る井筒屋町405番地
株式会社　松井旅館本館
代表取締役　松井　節子

旅館 1983/3/7

綿善旅館 Nakagyo-ku 京都市中京区柳馬場通六角下る井筒屋町413
株式会社　綿善
代表取締役　小野　善三

旅館 1984/9/12

旅館　ホテル　杉長 Nakagyo-ku 京都市中京区富小路通御池上る守山町172
株式会社　ホテル　杉長
代表取締役　杉原　光信

旅館 1985/4/10

三木半旅館 Nakagyo-ku 京都市中京区六角通麩屋町東入八百屋町96.97
株式会社　三木半旅館
代表取締役　谷口　玲子

旅館 1985/5/30

旅館　ピーチパイ Nakagyo-ku
京都市中京区西木屋町通姉小路上る下丸屋町418-
2

有限会社　ホテル　桃の井
代表取締役　西尾　一司

旅館 1985/8/13

旅館　ホテル　マリオン Nakagyo-ku 京都市中京区木屋町通御池下る下丸屋町421-1
株式会社　日下部
代表取締役　日下部　高俊

旅館 1985/9/2

大富旅館 Nakagyo-ku 京都市中京区寺町通蛸薬師上る式部町261
有限会社　大富旅館
代表取締役　瀬川　敏弼

旅館 1986/3/5

ＡＮＡクラウンプラザホテル京都 Nakagyo-ku 京都市中京区堀川通二条下ル土橋町１０番地
裕進観光株式会社
代表取締役　中山　　裕之

ホテル 1986/5/8

旅館　大一イン Nakagyo-ku 京都市中京区壬生上大竹町2-1
岡本　喜久雄

旅館 1986/11/21

大学生協京都会館 Nakagyo-ku
京都市中京区柳馬場通六角下る井筒屋町411，
412，414，415

全国大学生活協同組合連合会
代長理事　古田　元夫

ホテル 1989/1/11

三井ガーデンホテル京都三条 Nakagyo-ku 京都市中京区三条通烏丸西入御倉町80
株式会社　三井不動産ホテルマネジメント
代表取締役　足立　充

ホテル 1989/8/22

杵屋旅館 Nakagyo-ku 京都市中京区西ノ京北聖町27
臼井　龍三

旅館 1990/10/11

アークホテル京都 Nakagyo-ku 京都市中京区壬生賀陽御所町1
株式会社　アークホテル
代表取締役　永山　勝利

ホテル 1991/4/10

シティペンションリオンドール Nakagyo-ku 京都市中京区東堀川通夷川上る八丁目538
川村染工株式会社
代表取締役　川村　彩子

簡易宿所 1993/6/2

株式会社旅庵花月 Nakagyo-ku 京都市中京区六角通東洞院東入滕屋町191
株式会社旅庵花月
代表取締役　西村　理

旅館 1994/4/27

有限会社丸正 Nakagyo-ku 京都市中京区先斗町通四条上る梅之木町156番地
有限会社丸正
代表取締役　松本光子

旅館 1994/4/28

京都ホテルオークラ Nakagyo-ku
京都市中京区河原町通二条南入一之船入町537番
地の4

株式会社京都ホテル
代表取締役　福永　法弘

ホテル 1994/6/15

加ぎ平 Nakagyo-ku 京都市中京区麩屋町通蛸薬師下る梅屋町481
株式会社かぎ平
代表取締役　伊藤友一

旅館 1994/11/17

ハートンホテル京都 Nakagyo-ku 京都市中京区東洞院通押小路下ル船屋町 405
関西観光開発株式会社
代表取締役　千川　勝宣

ホテル 1996/2/28
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日昇別荘 Nakagyo-ku 京都市中京区三条通富小路西入中之町 13番地
株式会社　日昇別荘
代表取締役　田中　美岐

旅館 1996/9/18

池坊花心苑 Nakagyo-ku
京都市中京区六角通東洞院西入堂之前町２４８番
地

宗教法人　頂法寺
代表役員　池坊　専永

簡易宿所 1998/9/17

東横イン京都四条大宮 Nakagyo-ku 京都市中京区壬生坊城町６番地２
株式会社　東横イン
代表執行役　黒田　麻衣子

ホテル 1998/11/30

ウノハウス　ＵＮＯ　ＨＯＵＳＥ Nakagyo-ku 京都市中京区新烏丸通丸太町下る東椹木町１０８
宇野　善一

簡易宿所 1999/2/3

京都堀川イン Nakagyo-ku
京都市中京区東堀川通三条上る姉東堀川町７８番
地の１

株式会社　川喜商店
代表取締役　川面　幸司

ホテル 1999/7/28

トミーリッチイン京都 Nakagyo-ku 京都市中京区富小路通三条上る福長町１０９－２
有限会社　エムズ
代表取締役　松本　学

旅館 2002/12/12

ダイヤモンド京都ソサエティ Nakagyo-ku 京都市中京区中筋通竹屋町上ル末丸町５４１－２９
株式会社　ダイヤモンドソサエティ
代表取締役　宗澤　政宏

ホテル 2003/8/25

町家民宿「姉小路」 Nakagyo-ku 京都市中京区姉小路通柳馬場東入菊屋町５６９
谷口　親平

簡易宿所 2003/10/9

ホテルシャトレーイン京都 Nakagyo-ku
京都市中京区御池通り西洞院東入ル橋之町７４５番
地

有限会社　ティーアールジー
取締役　鶴城　昌成

ホテル 2005/4/26

ロテル・デ・フルール京極 Nakagyo-ku
京都市中京区新京極通三条下る東入桜之町412番
地

株式会社　トータルプロデュース
代表取締役　木村　昭人

旅館 2005/11/28

ホテルモントレ京都 Nakagyo-ku 京都市中京区烏丸通三条下る饅頭屋町６０４
ホテルモントレ株式会社
代表取締役　木下　勝弘

ホテル 2007/1/30

ヴィアイン京都四条室町 Nakagyo-ku
京都市中京区室町通蛸薬師下る山伏山町５４９，５５
１－２

株式会社　ジェイアール西日本デイリーサービスネット
代表取締役　柴田　信

ホテル 2007/3/28

ＮＡＮＧＯＫＵ Nakagyo-ku 京都市中京区河原町通三条上る恵比須町４２５番地
株式会社　南国
代表取締役　白川　清久

簡易宿所 2008/5/22

ヴィラージュ京都 Nakagyo-ku 京都市中京区壬生坊城町５番地
住友不動産ヴィラフォンテーヌ株式会社
代表取締役　桝井　俊幸

簡易宿所 2008/9/18

スーパーホテル京都・四条河原町 Nakagyo-ku 京都市中京区新京極通四条上る中之町５３８番１
株式会社　スーパーホテル
代表取締役　山村　孝雄

ホテル 2008/12/2

ＴＨＥ　ＳＣＲＥＥＮ Nakagyo-ku
京都市中京区寺町通竹屋町上る下御霊前町640-1，
640-3，641-1，641-3，642-1，643-1

株式会社　トレーダー愛
代表取締役　神田　輝

ホテル 2010/4/28

京宿家　城巽　あかね庵 Nakagyo-ku 京都市中京区姉小路通堀川東入鍛冶町１７２－１４
田中　彰子

簡易宿所 2010/5/20

京宿家　朱雀　ききょう庵 Nakagyo-ku 京都市中京区西ノ京西月光町１８－８
葛西　洋介

簡易宿所 2010/6/7

ろうじ屋 Nakagyo-ku 京都市中京区西ノ京池ノ内町２２－５８
武士俣　かほり

簡易宿所 2010/6/10

ことりや Nakagyo-ku 京都市中京区壬生森前町１９番５
株式会社　佐野工業
代表取締役　佐野　朋子

簡易宿所 2010/9/8

ゲストハウス『楽縁』 Nakagyo-ku 京都市中京区夷川通小川東入東夷川町６３６－８
田中　崇丈

簡易宿所 2011/6/29

ロイヤルパークホテル　ザ　京都 Nakagyo-ku
京都市中京区中島町７４，７６　恵比須町４４１－１，
４４１－２，４４２ー２

株式会社ロイヤルパークホテルマネジメント
代表取締役　江畑　要

ホテル 2011/9/28

Ｇｕｅｓｔｈｏｕｓｅ　Keiko Nakagyo-ku 京都市中京区御幸町通夷川上る松本町５７６番地１
假谷　佳子

簡易宿所 2011/12/19

京宿　うさぎ Nakagyo-ku 京都市中京区西ノ京北聖町１番地
井上　順子

簡易宿所 2012/2/2
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ゲストハウス　間 Nakagyo-ku 京都市中京区姉西洞院町５４７番地ー１
ＮＵＢ　ＰＲＯＪＥＣＴ株式会社
代表取締役　何　佳

簡易宿所 2012/2/27

京宿家　明倫こがね庵 Nakagyo-ku
京都市中京区蛸薬師通新町西入不動町１８０番地，
１８２番地１

株式会社八清
代表取締役　西村　孝平

簡易宿所 2012/7/6

ホステルムンドチキート Nakagyo-ku 京都市中京区油小路通竹屋町下ル橋本町４８５
米原　徹治

簡易宿所 2012/10/25

日月荘 Nakagyo-ku 京都市中京区高倉通竹屋町下る福屋町７１６番地
株式会社京都とよ國屋
代表取締役　大谷　菜穂子

簡易宿所 2012/12/10

ホテルチェックイン四条烏丸 Nakagyo-ku
京都市中京区烏丸通蛸薬師下る手洗水町６５４番
２，６６０番

株式会社チェックイン
代表取締役　小澤　宏

ホテル 2012/12/21

京宿家　朱雀ふしぞめ庵 Nakagyo-ku 京都市中京区壬生坊城町６６－１６
株式会社八清
代表取締役　西村　孝平

簡易宿所 2013/1/24

姉小路別邸 Nakagyo-ku
京都市中京区姉小路通油小路東入ル宮木町４６０
番地

株式会社リーフ・パブリケーションズ
代表取締役　中西　真也

簡易宿所 2013/7/4

ゆるる Nakagyo-ku
京都市中京区姉小路通柳馬場西入木之下町２８８
番地

山本　亮太
簡易宿所 2013/8/7

太鼓屋 Nakagyo-ku 京都市中京区六角通新町西入西六角町１０５番地１
中田　優

簡易宿所 2013/8/15

ゲストハウス菜の花 Nakagyo-ku 京都市中京区御幸町通六角下る伊勢屋町３３８番地
小池　眞理

簡易宿所 2013/9/27

京宿家　朱雀こんるり庵 Nakagyo-ku 京都市中京区壬生坊城町６６番地１５
有限会社プリズム
代表取締役　柿沼　祐太

簡易宿所 2013/9/27

三条烏丸の貸し切り宿　すずらん Nakagyo-ku 京都市中京区新町通三条下る三条町３４２
松田　努

簡易宿所 2013/10/30

ゲストハウスひつじ庵 Nakagyo-ku 京都市中京区油小路東入宮木町４７２番地
井村　記也

簡易宿所 2013/11/12

ホテルビスタプレミオ京都[河原町通] Nakagyo-ku
京都市中京区新京極通三条下る東入松ヶ枝町４５７
番地

株式会社ビスタホテルマネジメント
代表取締役　大内　克郎

ホテル 2013/11/28

京宿家　朱雀ふしぞめ庵 Nakagyo-ku 京都市中京区壬生坊城町６６番地１６
株式会社デジタルリテイリング
代表取締役　池田　博史

簡易宿所 2014/1/10

ザ・リッツ・カールトン京都 Nakagyo-ku 京都市中京区二条大橋上る鉾田町５４３番地 他
ＳＨホテルシステムズ株式会社
代表取締役　石井　徹

ホテル 2014/1/31

井筒ホテル Nakagyo-ku 京都市中京区河原町通三条下ル大黒町５２番地
井筒ホテル株式会社
代表取締役　田村　元起

ホテル 2014/3/12

三井ガーデンホテル京都新町　別邸 Nakagyo-ku 京都市中京区新町通六角下る六角町３６１番地
株式会社三井不動産ホテルマネジメント
代表取締役　足立　充

ホテル 2014/3/24

Ｇｕｅｓｔ　Ｈｏｕｓｅ　ＳＥＮＤＯ Nakagyo-ku 京都市中京区壬生仙念町２５番地１
株式会社アール・プロデュース
代表取締役　森　鈴未

簡易宿所 2014/7/25

京町家　小鳥遊 Nakagyo-ku 京都市中京区新町通六角下る六角町３６０番地１
日野　直基

簡易宿所 2014/9/3

ウサギノネドコ Nakagyo-ku 京都市中京区西ノ京南原町３７番地
株式会社　ウサギノネドコ

簡易宿所 2014/11/19

一陽来復 Nakagyo-ku 京都市中京区小川通二条下る古城町３５６
武士俣　尚也

簡易宿所 2014/12/26

京いすけ　百足屋町 Nakagyo-ku
京都市中京区新町通錦小路上る百足屋町３７８番地
９

井上　雄介
簡易宿所 2015/1/13

ＨＯＴＥＬ　ぽんと Nakagyo-ku
京都市中京区東木屋町通四条上る二丁目下樵木町
１９６番地

株式会社　ＰＯＮＴＯ
代表取締役　澤田　大輔

ホテル 2015/1/26

32 ページ Nakagyo-ku



List of Accommodations/Facilities(31 May 2018) ※営業実態が確認できない施設は掲載していません。

Name of Accommodations/Facilities City Ward Address Name of Applicant
Type of
Accommodation

Date permission
was received

ＫＹＯＴＯ　ＡＲＴ　ＨＯＳＴＥＬ　ｋｕｍａｇｕｓｕｋｕ Nakagyo-ku 京都市中京区壬生馬場町３７番地３
矢津　吉隆

簡易宿所 2015/1/27

京花庵 Nakagyo-ku
京都市中京区新町通錦小路上る百足屋町３７８番地
６

バロック　ステファン　ジャスティン
簡易宿所 2015/2/2

京宿　うさぎ　Ａ Nakagyo-ku 京都市中京区西ノ京北聖町１
井上　順子

簡易宿所 2015/2/20

京宿　うさぎ　Ｂ Nakagyo-ku 京都市中京区西ノ京北聖町１
井上　順子

簡易宿所 2015/2/20

日昇別荘　蘭亭 Nakagyo-ku 京都市中京区三条通柳馬場東入中之町１２番地５
株式会社　日昇別荘
代表取締役　田中　美岐

簡易宿所 2015/3/19

三条高倉　響 Nakagyo-ku 京都市中京区三条通高倉東入桝屋町６１番地
大昌商事株式会社
代表取締役　藤野　修三

簡易宿所 2015/3/20

日昇別荘　右近橘 Nakagyo-ku 京都市中京区柳馬場通三条下る槌屋町８２
株式会社　日昇別荘
代表取締役　田中　美岐

簡易宿所 2015/3/20

ホテル　グラン・エムズ京都 Nakagyo-ku 京都市中京区河原町通三条上る下丸屋町４１０－３
株式会社　ホテルエムズ
代表取締役　村田　博司

ホテル 2015/4/7

花綴 Nakagyo-ku 京都市中京区壬生下溝町２６番地３２
三谷　勉

簡易宿所 2015/5/1

ゲストハウス　Ｇｏｌｄｆｉｓｈ Nakagyo-ku 京都市中京区壬生梛ノ宮町１３番地１８
畑　剣太郎

簡易宿所 2015/5/26

宿屋　三坊 Nakagyo-ku
京都市中京区猪熊通御池下る三坊猪熊町北組３７０
番地２

嶋田　修司
簡易宿所 2015/5/27

ＰＩＥＣＥ　ＨＯＳＴＥＬ　ＳＡＮＪＯ Nakagyo-ku
京都市中京区富小路通三条下る朝倉町５３１，５３３
番地

株式会社ティーエーティー
代表取締役　田畑　伸幸

簡易宿所 2015/6/30

よしのや Nakagyo-ku 京都市中京区高瀬川筋四条上る紙屋町３５７番地 簡易宿所 2015/7/17

二条城みやび庵 Nakagyo-ku 京都市中京区猪熊通姉小路下る姉猪熊町３１３番地
前田　隆裕

簡易宿所 2015/10/14

ＮＯＫＵ　Ｋｙｏｔｏ Nakagyo-ku
京都市中京区烏丸通丸太町下る大倉町２０５番地１
他

Ｒｏｘｙ‐Ｋｙｏｔｏ　Ｈｏｔｅｌ合同会社
代表社員　ロキシ‐・キョウト・ホテル・ホールディング
ス・ピ‐ティ‐イ‐・エルティ‐ディ‐　職務執行者　テオ・ホ
ン・ヨウ・クリス

ホテル 2015/10/22

アーバンホテル　京都二条　プレミアム Nakagyo-ku 京都市中京区聚楽廻南町２５番地５
アーバンホテルシステム株式会社
代表取締役　杉本　豊平

ホテル 2015/10/27

京宿家　竹間つゆくさ庵 Nakagyo-ku 京都市中京区高倉通夷川上る福屋町７３７番地３
株式会社プリンチペ・アズーロ
代表取締役　長富　由紀子

簡易宿所 2015/10/28

風楽都　壬生 Nakagyo-ku 京都市中京区壬生松原町４５番地８
岡田　好太

簡易宿所 2015/10/28

麻呂家　猪熊六角 Nakagyo-ku 京都市中京区猪熊通六角下る六角猪熊町６０５番地
アジアンエージェンシー合同会社
代表社員　福井　清高

簡易宿所 2015/10/28

Ｃｈｅｌｓｅａ２４ Nakagyo-ku 京都市中京区鏡屋町２２番地２
小林　みよ

簡易宿所 2015/12/2

Ｋｙｏｔｏ　Ｙｏｋｏ＆Ａｋｉｒａ　Ｇｕｅｓｔｈｏｕｓｅ Nakagyo-ku 京都市中京区聚楽廻東町８番地８
株式会社　Ｆｉｖｅｌｉｖｅｓ
代表取締役　竹田　圭一

簡易宿所 2015/12/2

二条　すみれ庵 Nakagyo-ku
京都市中京区姉小路通堀川東入鍛冶町１７２番地８
他

田中　彰子
簡易宿所 2015/12/10

ＳＥＩＢＩＤＯ　ＩＮＮ Nakagyo-ku
京都市中京区新椹木町通夷川上る西革堂町２０４番
地

精美堂印刷株式会社
代表取締役　田中　耕造

簡易宿所 2015/12/22

33 ページ Nakagyo-ku



List of Accommodations/Facilities(31 May 2018) ※営業実態が確認できない施設は掲載していません。

Name of Accommodations/Facilities City Ward Address Name of Applicant
Type of
Accommodation

Date permission
was received

満き Nakagyo-ku 京都市中京区室町通竹屋町東入亀屋町１４２番地
山野　暢子

簡易宿所 2015/12/24

田崎屋 Nakagyo-ku
京都市中京区竹屋町通西洞院西入東竹屋町４２５
番地

株式会社　ｄｏｔ
代表取締役　永田　翔

簡易宿所 2015/12/25

永巧舎一号館 Nakagyo-ku 京都市中京区壬生西大竹町２３番地
大薮　巧

簡易宿所 2016/1/22

永巧舎二号館 Nakagyo-ku 京都市中京区壬生西大竹町２３番地
大薮　巧

簡易宿所 2016/1/22

山居　（サンキョ） Nakagyo-ku 京都市中京区姉小路通油小路東入宮木町462番地
合同会社　町舗
代表社員　張　華

簡易宿所 2016/2/2

京都　茶の宿　七十七　二条別邸 Nakagyo-ku 京都市中京区油小路通二条上る薬屋町５８０番地１
株式会社　Ｙｕｍｅｇｕｒａｓｈｉ
代表取締役　大門　真悟

簡易宿所 2016/2/4

京都　茶の宿　七十七　二条邸 Nakagyo-ku 京都市中京区油小路通夷川下る薬屋町５８０番地
株式会社　Ｙｕｍｅｇｕｒａｓｈｉ
代表取締役　大門　真悟

簡易宿所 2016/2/9

二条　椿や Nakagyo-ku 京都市中京区西ノ京池ノ内町１６番地２０
久保田　幸二

簡易宿所 2016/2/22

和樂 Nakagyo-ku 京都市中京区猪熊通六角下る六角猪熊町６０５番地
株式会社ＭＢＣ
代表取締役　伊澤　慎一

簡易宿所 2016/2/24

karaksa hotel Kyoto　Ⅰ Nakagyo-ku 京都市中京区壬生坊城町１２番地１３
株式会社からくさホテルズ関西
代表取締役　久森　健二

ホテル 2016/2/25

左馬寮庵 Nakagyo-ku 京都市中京区西ノ京左馬寮町２０番地１５
小川　敬也

簡易宿所 2016/2/26

二条じゅらく庵 Nakagyo-ku 京都市中京区聚楽廻松下町１１番地３１
谷　進太郎

簡易宿所 2016/3/1

ＨＯＵＳＥ　ＯＦ　ＫＹＯＴＯ Nakagyo-ku
京都市中京区猪熊通御池下る三坊猪熊町北組３６４
番地５

吹上　雅彦
簡易宿所 2016/3/3

蓮華庵Ａ棟 Nakagyo-ku 京都市中京区西ノ京船塚町１２番地２７
有限会社　マーフィーズ
取締役　大澤　伸一

簡易宿所 2016/3/14

蓮華庵Ｂ棟 Nakagyo-ku 京都市中京区西ノ京船塚町１２番地２６
有限会社　マーフィーズ
取締役　大澤　伸一

簡易宿所 2016/3/14

ゲストハウス壬生三条 Nakagyo-ku 京都市中京区壬生天池町３２番地２６
林　正典

簡易宿所 2016/3/22

京の宿　二条ゆめや Nakagyo-ku 京都市中京区西ノ京職司町４番地１６
株式会社　山髙
代表取締役　山本　健

簡易宿所 2016/3/22

京都千楽 Nakagyo-ku 京都市中京区西洞院通六角下る池須町４１９番地３
西川　理恵子

簡易宿所 2016/3/22

和み侍　円町 Nakagyo-ku 京都市中京区西ノ京中御門西町８６番地
株式会社　Ｍｉｙａｋｏ　Ｖｉｌｌａｇｅ
代表取締役　阿部　誠介

簡易宿所 2016/3/23

ゲストハウスほり　二条 Nakagyo-ku 京都市中京区西ノ京永本町９番地
堀　宏道

簡易宿所 2016/3/24

プライベートレジデンス四条烏丸 Nakagyo-ku
京都市中京区錦小路通新町西入西錦小路町２５７
番地６

レイバーランド有限会社
代表取締役　齋藤　勉

簡易宿所 2016/3/24

ルマチヤ　ミブ Nakagyo-ku 京都市中京区壬生西大竹町２３番地
ＴＹＨＮ株式会社
代表取締役　伊藤　大輔

簡易宿所 2016/3/24

長や　御所南 Nakagyo-ku 京都市中京区堺町通二条下る杉屋町６２７番地
株式会社　オサダ
代表取締役　長田　孝子

簡易宿所 2016/3/29

ゲストハウス　ＣＬＯＵＤ９西ノ京 Nakagyo-ku 京都市中京区西ノ京右馬寮町１１番地９　２階
株式会社　粋ホーム
代表取締役　黒川　潤

簡易宿所 2016/3/31
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小楽 Nakagyo-ku 京都市中京区聚楽廻南町３０番地５
姜　茘雲

簡易宿所 2016/3/31

Ｈｏｓｔｅｌ　Ｅｂｉ Nakagyo-ku
京都市中京区錦小路通烏丸東入元法然寺町６８３
番地　４階

金　志遠
簡易宿所 2016/4/6

ゲストハウスほり Nakagyo-ku
京都市中京区蛸薬師通麩屋町西入油屋町１４８番
地株式会社ホリテック　２Ｆ

堀　宏道
簡易宿所 2016/4/15

タベルトマル二条城 Nakagyo-ku
京都市中京区油小路通二条下る二条油小路町２７０
番地１

株式会社　フーリエ
代表取締役　北田　昌宏

簡易宿所 2016/4/28

御宿　友垣 Nakagyo-ku 京都市中京区西ノ京池ノ内町２０番地３１
村尾　俊介

簡易宿所 2016/4/28

松島屋（朱雀） Nakagyo-ku 京都市中京区壬生森町６０番地１
株式会社　パル
代表取締役　松島　正雄

簡易宿所 2016/4/28

双雲 Nakagyo-ku 京都市中京区押小路通柳馬場東入橘町６３４番地
髙谷　朋子

簡易宿所 2016/5/20

宿屋　Ｄｅｊａｖｕ Nakagyo-ku 京都市中京区河原町通三条下ル大黒町４５番地
クーデションカンパニー株式会社
代表取締役　高倉　輝

簡易宿所 2016/5/24

桃月 Nakagyo-ku 京都市中京区壬生西土居ノ内町２５番地２
平村　旭

簡易宿所 2016/5/24

誠や Nakagyo-ku
京都市中京区丸太町通油小路東入横鍛冶町１１７
番地

誠ビルディング合同会社
代表社員　濵口　裕之

簡易宿所 2016/5/26

洛中一栗邸 Nakagyo-ku
京都市中京区姉小路通神泉苑東入瓦師町６４番地
３

栗原　太一
簡易宿所 2016/5/26

ＪＡＰＡＮＩＮＧ　ＨＯＴＥＬ　京都　円町 Nakagyo-ku 京都市中京区西ノ京上平町６５番地，７４番地３
株式会社　ガーネット
代表取締役　中野　拓磨

簡易宿所 2016/5/27

京美人　別邸 Nakagyo-ku 京都市中京区壬生西檜町１７番地
株式会社　ＩＷＡＫＩＳＴＹＬＥ
代表取締役　岩城　聖治

簡易宿所 2016/5/31

吉祥庵 Nakagyo-ku
京都市中京区黒門通六角下る上黒門町３７５番地１
２

株式会社　吉祥院安田
代表取締役　安田　裕美

簡易宿所 2016/5/31

京町家の御宿　扇庵六角猪熊北 Nakagyo-ku 京都市中京区猪熊通六角下る六角猪熊町６０３番地
株式会社　扇庵プロジェクト
代表取締役　久保田　敏裕

簡易宿所 2016/5/31

Ｇｕｅｓｔ　Ｈｏｕｓｅ　Ｏｕｍｉ　近江 Nakagyo-ku 京都市中京区西ノ京永本町１９番地１１
富田　良教

簡易宿所 2016/6/7

クレールコート西大路御池 Nakagyo-ku 京都市中京区西ノ京南上合町８２番地４
株式会社　Ｏｎｅ　Ｍｏｒｅ　Ｈｅａｒｔ
代表取締役　吉田　奨

簡易宿所 2016/6/7

ホテルグレイスリー京都三条 Nakagyo-ku 京都市中京区新京極通三条下る桜之町４０６番地４
ＷＨＧ関西株式会社
代表取締役　北原　昭

ホテル 2016/6/15

福家　聚楽 Nakagyo-ku 京都市中京区聚楽廻西町６４番地９
株式会社　好時
代表取締役　郝　石

簡易宿所 2016/6/20

紀秀　二条城 Nakagyo-ku
京都市中京区油小路通竹屋町下る橋本町４６９番地
２

大下　由紀子
簡易宿所 2016/6/21

六庵 Nakagyo-ku
京都市中京区油小路通竹屋町下る橋本町４６９番地
１

合同会社　町舗
代表社員　張　華

簡易宿所 2016/6/21

どうだん Nakagyo-ku 京都市中京区壬生東大竹町２５番地６
株式会社　洛龍菴
代表取締役　本庄　竜介

簡易宿所 2016/6/24

もみじ Nakagyo-ku 京都市中京区壬生東大竹町２５番地７
株式会社　洛龍菴
代表取締役　本庄　竜介

簡易宿所 2016/6/24

馬ごころ Nakagyo-ku 京都市中京区壬生坊城町３番地９
馬谷　崇也

簡易宿所 2016/6/24
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棗庵 Nakagyo-ku
京都市中京区中筋通竹屋町上る末丸町５４１番地４
３

株式会社　オープン・システムズ・テクノロジー
代表取締役　前澤　央所

簡易宿所 2016/6/24

小星 Nakagyo-ku 京都市中京区西ノ京星池町１７番地１４
姜　茘雲

簡易宿所 2016/7/4

風月庵 Nakagyo-ku
京都市中京区麩屋町通二条下る尾張町２３６番地
３，２３７番地３　２階

株式会社　日本の窓
代表取締役　ルガシ・アブラハム

簡易宿所 2016/7/4

茶の実 Nakagyo-ku 京都市中京区東洞院通四条上る阪東屋町６６２番地
株式会社　内藤不動産
代表取締役　内藤　光佑

簡易宿所 2016/7/4

ヴィラ三条室町・京都 Nakagyo-ku 京都市中京区室町通姉小路下る役行者町３７５番地
株式会社　リーフ・パブリケーションズ
代表取締役　中西　真也

ホテル 2016/7/11

ル　マチヤ　六角　スィート Nakagyo-ku 京都市中京区新町通三条下る三条町３４３番地１
合同会社　フィガロ
代表社員　平松　高志

簡易宿所 2016/7/12

美福ろうじ屋 Nakagyo-ku 京都市中京区西ノ京池ノ内町２２番地２６
武士俣　尚也

簡易宿所 2016/7/19

中島邸 Nakagyo-ku
京都市中京区竹屋町通新烏丸東入東椹木町１２８
番地２

中島　正人
簡易宿所 2016/7/25

壬生寺　梅ノ戸庵 Nakagyo-ku 京都市中京区壬生下溝町１４番地１４
畑　尚樹

簡易宿所 2016/7/25

洛・楽善 Nakagyo-ku 京都市中京区壬生天池町２８番地１７
株式会社　三川
代表取締役　王　穎

簡易宿所 2016/7/27

京小宿　千代鶴 Nakagyo-ku
京都市中京区錦小路通新シ町西入七軒町４７５番地
３

株式会社　レア・パートナーズ
代表取締役　佐藤　大

簡易宿所 2016/7/27

宿屋　壬生薄桜 Nakagyo-ku 京都市中京区壬生梛ノ宮町１３番地
Ｂusiness  ＆　Ｈuman  Ｄevelopment  Ｊapan 株式会社
代表取締役　臼井　礼

簡易宿所 2016/7/28

京の宿　月光庵 Nakagyo-ku 京都市中京区西ノ京西月光町１８番地２０
鍵和田　建司

簡易宿所 2016/8/2

さらんばん　２ Nakagyo-ku 京都市中京区壬生仙念町１０番地３　６階
鄭　時東

簡易宿所 2016/8/2

さらんばん　１ Nakagyo-ku 京都市中京区壬生仙念町１０番地３　７階
鄭　時東

簡易宿所 2016/8/2

匠人 Nakagyo-ku
京都市中京区三条通高倉東入桝屋町６７番地ネオ
ス三条３階

岸商事株式会社
代表取締役　岸　典子

簡易宿所 2016/8/5

ゲストハウス　春秋四条 Nakagyo-ku
京都市中京区六角通油小路西入越後町１９４番地４
１

藤波　良子
簡易宿所 2016/8/5

町家小宿　京のおおぞら Nakagyo-ku 京都市中京区壬生松原町４４番地１
橋田　潤子

簡易宿所 2016/8/9

京いすけ百足屋町　Ｏｔｏｎａｒｉ Nakagyo-ku
京都市中京区新町通錦小路上る百足屋町３７８番地
８

井上　雄介
簡易宿所 2016/8/22

小楽庵 Nakagyo-ku 京都市中京区西ノ京右馬寮町３番地２
福田　利佳

簡易宿所 2016/8/22

京夢庵 Nakagyo-ku 京都市中京区黒門通六角下る上黒門町３７０番地
株式会社　ドリームヒルコンサルティングジャパン
代表取締役　岡﨑　英和

簡易宿所 2016/8/22

かね助 Nakagyo-ku 京都市中京区壬生相合町２５番地７
原田　博之

簡易宿所 2016/8/22

洋々（ＹｏＹｏ） Nakagyo-ku 京都市中京区西ノ京冷泉町３番地
株式会社　バムスポーツ
代表取締役　河原　忠明

簡易宿所 2016/8/22

京町家の御宿　扇庵六角猪熊南 Nakagyo-ku 京都市中京区猪熊通六角下る六角猪熊町６０３番地
株式会社　扇庵プロジェクト
代表取締役　久保田　敏裕

簡易宿所 2016/8/22
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京都西院　料理好きの家 Nakagyo-ku 京都市中京区壬生東淵田町１８番地６
山本　晋平

簡易宿所 2016/8/29

Ｇｕｅｓｔｈｏｕｓｅ　Ｔａｋｅｓｈｉ Nakagyo-ku
京都市中京区御幸町通二条上る達磨町６１６番地
５，６１６番地３

假谷　佳子
簡易宿所 2016/8/29

上洛居 Nakagyo-ku 京都市中京区西ノ京南円町１０３番地
株式会社　三川
代表取締役　王　穎

簡易宿所 2016/8/29

香水庵 Nakagyo-ku 京都市中京区衣棚通二条上る竪大恩寺町７３５番地
香水　亜希子

簡易宿所 2016/8/30

Ｒｉｎｎ　Ｎｉｊｏ　Ｃａｓｔｌｅ Nakagyo-ku
京都市中京区猪熊通姉小路下る姉猪熊町３２２番地
２

サンプットイン株式会社
代表取締役　日置　顕三

簡易宿所 2016/9/8

御宿　らく Nakagyo-ku 京都市中京区壬生東檜町９番地１０
林　信介

簡易宿所 2016/9/20

二条城黒門別邸 Nakagyo-ku
京都市中京区新シ町通御池下る大文字町２３４番地
１，２３８番地１

東坂米菓有限会社
代表取締役　東坂　正和

簡易宿所 2016/9/20

まつい別邸　二条城西 Nakagyo-ku 京都市中京区聚楽廻中町５２番地１０
松井　陽子

簡易宿所 2016/9/21

ＢｎＡ　Ｋｙｏｔｏ Nakagyo-ku
京都市中京区油小路通六角下る六角油小路町３３４
番地１

ＢｎＡ株式会社
代表取締役　福垣　慶吾

簡易宿所 2016/9/26

京料理　箔 Nakagyo-ku
京都市中京区木屋町通三条上る上大阪町５２８番地
３

株式会社　近又
代表取締役　田畑　利彦

簡易宿所 2016/9/27

ホスタ二条泉 Nakagyo-ku 京都市中京区西ノ京池ノ内町２６番地３９
株式会社　ホスタ
代表取締役　東尾　浩史

簡易宿所 2016/10/11

熊秀庵 Nakagyo-ku 京都市中京区小川通二条下る古城町３４７番地３
株式会社　クマシュー工務店
代表取締役　熊岡　秀史

簡易宿所 2016/10/11

雲・小宮 Nakagyo-ku 京都市中京区猪熊通蛸薬師下る下瓦町５８４番地
姜　茘雲

簡易宿所 2016/10/11

永巧舎三号館 Nakagyo-ku 京都市中京区壬生西大竹町２４番地
大薮　巧

簡易宿所 2016/10/13

ＪＡＰＡＮＩＮＧ　ＨＯＴＥＬ　円町Ⅱ Nakagyo-ku 京都市中京区西ノ京上平町４９番地１
ＪＡＰＡＮＩＮＧ株式会社
代表取締役　中野　拓磨

簡易宿所 2016/10/17

京町家楽ｓａｎ Nakagyo-ku 京都市中京区壬生相合町８０番地６
山岡　富子

簡易宿所 2016/10/20

京宿　日和 Nakagyo-ku 京都市中京区聚楽廻中町４１番地５
株式会社　日和
代表取締役　張　煜

簡易宿所 2016/10/26

姉西庵 Nakagyo-ku
京都市中京区姉小路通神泉苑東入姉西町４６番地
１６

株式会社　Ｒ２
代表取締役　片山　聖子

簡易宿所 2016/10/26

たわら庵 Nakagyo-ku 京都市中京区富小路通二条下る俵屋町１９０番地
株式会社　レーサム
代表取締役　田中　剛

簡易宿所 2016/11/2

Ｋｙｏ　Ｓｔａｙ Nakagyo-ku
京都市中京区新シ町通御池下る大文字町２４８番地
２

ホライズン・フィーチャーズ有限会社
代表取締役　向山　正利

簡易宿所 2016/11/4

ＫＡＳＨＩＮ　壬生 Nakagyo-ku 京都市中京区壬生高樋町６５番地
岩田　正史

簡易宿所 2016/11/4

Ｋａｗａｓｅｍｉ　ａｎ Nakagyo-ku 京都市中京区夷川通西洞院下る薬師町６４９番地４
白川　毅

簡易宿所 2016/11/4

レジステイ姉小路 Nakagyo-ku 京都市中京区新町通姉小路下る町頭町８７番地３
株式会社　レジステイ
代表取締役　山越　悠登

簡易宿所 2016/11/7

ＳＨＩＢＡ　ｉｎｎ　Ｏｍｉｙａ Nakagyo-ku 京都市中京区壬生高樋町５番地２９，５番地３０
ＳＨＩＢＡ　ＲＡＫＵ株式会社
代表取締役　シュラウド・ジェシー・ラッセル

簡易宿所 2016/11/7
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京と家　Ｅｎｍａｃｈｉ Nakagyo-ku 京都市中京区西ノ京南円町８０番地
株式会社　カーサプランニング
代表取締役　堀越　大輔

簡易宿所 2016/11/7

千聚庵 Nakagyo-ku 京都市中京区聚楽廻東町１６番地１８
北山貿易株式会社
代表取締役　李　文文

簡易宿所 2016/11/9

円町家 Nakagyo-ku 京都市中京区西ノ京中保町９２番地
田中　裕子

簡易宿所 2016/11/11

宿屋　灯陰幻影 Nakagyo-ku 京都市中京区壬生高樋町４６番地
Ｂusiness  ＆　Ｈuman  Ｄevelopment  Ｊapan 株式会社
代表取締役　臼井　礼

簡易宿所 2016/11/14

ｏｉｎａｉ　ｇｕｅｓｔ　ｈｏｕｓｅ　樽屋町 Nakagyo-ku 京都市中京区姉小路通堀川西入樽屋町４５０番地
株式会社　ＲＣＥＭ
代表取締役　黒木　幹雄

簡易宿所 2016/11/21

コモディタ竹屋町１Ｆ Nakagyo-ku
京都市中京区竹屋町通油小路西入西竹屋町５０４
番地２

山本　智子
簡易宿所 2016/11/21

らいふ四条烏丸 Nakagyo-ku
京都市中京区蛸薬師通西洞院東入不動町１６７番
地４

北山貿易株式会社
代表取締役　李　文文

簡易宿所 2016/11/28

Ｋyoto　Ｔraditional　Ｍachiya Ｈouse Nakagyo-ku 京都市中京区壬生松原町６１番地１
株式会社エムデックス
代表取締役　武藤　安弘

簡易宿所 2016/11/29

Ｂｉｒｄ　Ｈｏｓｔｅｌ Nakagyo-ku
京都市中京区丸太町通室町東入常真横町１９０番
地１

株式会社　竹田謄写堂
代表取締役　竹田　賢司

簡易宿所 2016/12/6

京都新町倶楽部 Nakagyo-ku
京都市中京区新町通六角下る六角町３５６番地２，３
５６番地１六角通新町西入西六角町１０９番地５，１０
９番地３

室町建物株式会社
代表取締役　津國　伸郎

簡易宿所 2016/12/12

カプセルリゾート京都スクエア Nakagyo-ku
京都市中京区油小路通御池上る押油小路町２３３番
地

株式会社　シー・エム・ディ
代表取締役　竹田　正邦

簡易宿所 2016/12/12

三条宿 Nakagyo-ku 京都市中京区姉小路通堀川西入樽屋町４５３番地
加藤　裕子

簡易宿所 2016/12/20

やまなみ Nakagyo-ku 京都市中京区聚楽廻西町１２２番地１
株式会社　やまなみ
代表取締役　中山　東璿

簡易宿所 2016/12/22

ｈａｎａ‐Ｒｅ‐Ｓｏｒｔ　京都二条駅前 Nakagyo-ku 京都市中京区壬生天池町３５番地５１
畑　尚樹

簡易宿所 2016/12/22

宮野庵 Nakagyo-ku 京都市中京区壬生森前町２５番地３７
宮野　祥尚

簡易宿所 2016/12/26

Ｎｉｊｏ　Ｓａｍｕｒａｉ　Ｈｏｕｓｅ Nakagyo-ku 京都市中京区西ノ京星池町１４３番地
新開　宣也

簡易宿所 2016/12/27

京ノ宿　百合 Nakagyo-ku 京都市中京区西ノ京内畑町１６番地４２
下山　智

簡易宿所 2017/1/5

MOMO　桃　Stays Nakagyo-ku 京都市中京区西ノ京東月光町８番地２７
株式会社Ｐｒｉｍｅ　Ｐｒｏｐｅｒｔｙ
代表取締役　岡本　浩市郎

簡易宿所 2017/1/10

堺町竹屋町 Nakagyo-ku 京都市中京区堺町通竹屋町上る橘町９７番地
株式会社　エス・オー・ダブリュー
代表取締役　阿部　亨

簡易宿所 2017/1/10

ゲストハウス禅 Nakagyo-ku 京都市中京区柳馬場通六角下る井筒屋町４２３番地
株式会社　綿善
代表取締役　小野　善三

簡易宿所 2017/1/10

二条庵 Nakagyo-ku 京都市中京区聚楽廻東町３１番地９
株式会社　ＣＶ
代表取締役　内田　雅裕

簡易宿所 2017/1/17

ＩＳＵＫＥ　ＩＮＮ． Nakagyo-ku
京都市中京区新町通錦小路上る百足屋町３７８番地
３

井上　雄介
簡易宿所 2017/1/18

メルディアホテル京都二条（ＭＥＬＤＩＡ　ＨＯＴＥＬ　Ｋ
ＹＯＴＯ　ＮＩＪＹＯ）

Nakagyo-ku 京都市中京区壬生朱雀町１番地の一部６階～１０階
シード平和株式会社
代表取締役　小池　信三

ホテル 2017/1/19
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ゲストハウス　縁　壬生邸 Nakagyo-ku 京都市中京区壬生西大竹町８番地３
株式会社　ＴＹＫ
代表取締役　園田　一博

簡易宿所 2017/1/20

ＴＨＥ　ＰＲＩＭＥ　ＰＯＤ　京都 Nakagyo-ku
京都市中京区三条通河原町東入中島町９０番地２
フェリチタ三条木屋町７－１０Ｆ

クロスホテルズ株式会社
代表取締役　似内　隆晃

簡易宿所 2017/1/31

西半 Nakagyo-ku 京都市中京区猪熊通蛸薬師下る下瓦町５５５番地２
日本収益不動産株式会社
代表取締役　井上　雄玄

簡易宿所 2017/2/1

京都　和紙の宿　七十七姉小路邸 Nakagyo-ku
京都市中京区油小路通姉小路上る式阿弥町１１８番
地

株式会社　Ｙｕｍｅｇｕｒａｓｈｉ
代表取締役　大門　真悟

簡易宿所 2017/2/1

ｃｏｔｏ　ｈｏｕｓｅ Nakagyo-ku 京都市中京区壬生賀陽御所町２０番地３
勝部　真由美

簡易宿所 2017/2/6

ｉｎｎｋ Nakagyo-ku 京都市中京区黒門通蛸薬師下る畳屋町４１３番地
楊　恵一

簡易宿所 2017/2/13

二条式部庵 Nakagyo-ku 京都市中京区西ノ京式部町２２番地５
株式会社　ＳＩＬＶＡＲＴ
代表取締役　森　裕一

簡易宿所 2017/2/13

洛星池 Nakagyo-ku 京都市中京区西ノ京星池町２０番地３２
株式会社　三川
代表取締役　王　穎

簡易宿所 2017/2/13

ホテル　エムズ・プラス　四条大宮 Nakagyo-ku 京都市中京区四条通大宮西入錦大宮町１１４番地
株式会社　ホテルエムズ
代表取締役　村田　博司

ホテル 2017/2/17

京宿家　乾ぐんじょう庵 Nakagyo-ku
京都市中京区猪熊通三条下る三条猪熊町６４３番地
２

新井　修
簡易宿所 2017/2/20

太子織物ゲストハウス Nakagyo-ku
京都市中京区釜座通押小路下る下松屋町７２０番地
１０

太子織物株式会社
代表取締役　田中　智巳

簡易宿所 2017/2/20

コープ．イン．京都 Nakagyo-ku 京都市中京区柳馬場蛸薬師上る井筒屋町４１１番地
株式会社　大学生協事業センター
代表取締役　三浦　貴司

ホテル 2017/2/20

九色庵 Nakagyo-ku 京都市中京区壬生森前町２７番地
洪　俊峰

簡易宿所 2017/2/20

長野家 Nakagyo-ku 京都市中京区神泉苑通御池下る神泉苑町２１番地
合同会社　長野商会
代表社員　長野　哲治

ホテル 2017/2/20

Ｇｕｅｓｔ　Ｈｏｕｓｅ　ＫＹＯＴＯ　ＭＩＣａＳＡ Nakagyo-ku 京都市中京区釜座通姉小路上る津軽町７８２番地６
丸昭株式会社
代表取締役　金子　直樹

簡易宿所 2017/2/20

ホテル　ドルフ　河原町二条 Nakagyo-ku 京都市中京区新椹木町通二条上る角倉町２２６番地
株式会社　ドルフコーポレーション
代表取締役　窪田　綱男

簡易宿所 2017/2/20

喜楽荘ゲストハウス Nakagyo-ku 京都市中京区壬生下溝町１５番地３
丸山　真梨恵

簡易宿所 2017/2/22

ＫＩＴＣＨＵ　ｍｉｂｕｍｏｒｉ Nakagyo-ku 京都市中京区壬生森町３９番地１２
株式会社　吉岡
代表取締役　吉岡　拓郎

簡易宿所 2017/2/24

コミカプ京都新京極店 Nakagyo-ku
京都市中京区新京極通蛸薬師下る東側町５２５番地
１他

株式会社　ランシステム
代表取締役　日高　大輔

簡易宿所 2017/2/27

内畑町ゲストハウス Nakagyo-ku 京都市中京区西ノ京内畑町１９番地１
北山貿易株式会社
代表取締役　李　文文

簡易宿所 2017/2/27

善　西洞院 Nakagyo-ku 京都市中京区西洞院通六角下る池須町４１９番地５
稲垣　佳孝

簡易宿所 2017/2/28

ゲストハウス　ＮＡＲＩＴＡＹＡ Nakagyo-ku 京都市中京区聚楽廻中町４０番地９
成田　眞由美

簡易宿所 2017/3/9

ａ＆ｍ　ｈｏｕｓｅ　ｅｎｍａｃｈｉ Nakagyo-ku 京都市中京区西ノ京車坂町１５番地
有限会社　ａ＆ｍ　Ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎ
取締役　河波　綾子

簡易宿所 2017/3/13

ゲストハウス松家 Nakagyo-ku 京都市中京区押小路通柳馬場東入橘町６１３番地４
松木　千恵

簡易宿所 2017/3/13
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京宿　いま屋 Nakagyo-ku
京都市中京区釜座通押小路下る下松屋町７２６番地
４

今井　直人
簡易宿所 2017/3/13

ＣＡＭＰＴＯＮ－３　東棟 Nakagyo-ku
京都市中京区麩屋町通二条上る布袋屋町４９０番地
２，４９０番地３，４９０番地４

ＣＡＭＰＴＯＮ株式会社
代表取締役　小野　暢夫

簡易宿所 2017/3/16

ＣＡＭＰＴＯＮ－４　西棟 Nakagyo-ku
京都市中京区麩屋町通二条上る布袋屋町４９０番地
２，４９０番地３，４９０番地４

ＣＡＭＰＴＯＮ株式会社
代表取締役　小野　暢夫

簡易宿所 2017/3/16

エントランスライフ円町　ｂｙ　Ｊａｐａｎｉｎｇ　Ｅ Nakagyo-ku 京都市中京区西ノ京円町１５番地　東棟
株式会社　ガーネット
代表取締役　中野　拓磨

簡易宿所 2017/3/17

Ｇｕｅｓｔｈｏｕｓｅ　２３５ Nakagyo-ku
京都市中京区新シ町通姉小路下る上一文字町３０１
番地　２階

谷口　芙紗子
簡易宿所 2017/3/21

市 Nakagyo-ku 京都市中京区西ノ京星池町１９番地２１
曲谷　圭市

簡易宿所 2017/3/21

洛　雨山 Nakagyo-ku 京都市中京区西ノ京星池町１７番地３２
株式会社　三川
代表取締役　王　穎

簡易宿所 2017/3/21

ラオンイン烏丸夷川 Nakagyo-ku
京都市中京区夷川通室町東入巴町８４番地，両替町
通夷川上る松竹町１１５番地１

ラオンイン株式会社
代表取締役　木村　恭宏

簡易宿所 2017/3/22

京都寺町ハウス Nakagyo-ku
京都市中京区寺町通蛸薬師下る円福寺前町２７４番
地１２　１・２階

株式会社　シリアス
代表取締役　井上　和彦

簡易宿所 2017/3/22

祥雲居 Nakagyo-ku 京都市中京区壬生神明町１番地１０６
雲通株式会社
代表取締役　姜　維君

簡易宿所 2017/3/27

壬生庵 Nakagyo-ku 京都市中京区壬生松原町５４番地１１４
合同会社　ＩＦＰ
代表社員　岩本　一博

簡易宿所 2017/3/27

エントランスライフ円町　ｂｙ　Ｊａｐａｎｉｎｇ　Ｗ Nakagyo-ku 京都市中京区西ノ京円町１５番地　西棟
株式会社　ガーネット
代表取締役　中野　拓磨

簡易宿所 2017/3/29

洛床　アネックス Nakagyo-ku 京都市中京区西ノ京船塚町１２番地１８
有限会社　マーフィーズ
取締役　大澤　伸一

簡易宿所 2017/3/29

京いすけ　百足屋町　Ｈｏｋｏｍａｃｈｉ Nakagyo-ku
京都市中京区新町通錦小路上る百足屋町３７８番地
１０

井上　雄介
簡易宿所 2017/3/31

福家・二条城 Nakagyo-ku 京都市中京区聚楽廻東町２４番地２１
株式会社　好時
代表取締役　郝　石

簡易宿所 2017/3/31

Ｒｏｙｃｅ　Ｅｎｍａｃｈｉ Nakagyo-ku 京都市中京区西ノ京馬代町２０番地７
ｒｏｙｃｅ合同会社
代表社員　畠山　鉄次

簡易宿所 2017/4/11

ＣＡＳＡ二条 Nakagyo-ku 京都市中京区西ノ京星池町４５番地１２
株式会社　カーサプランニング
代表取締役　堀越　大輔

簡易宿所 2017/4/11

曼　七本松ノ壱　ＩＣＨＩ Nakagyo-ku 京都市中京区聚楽廻西町６４番地１０
株式会社　凛
代表取締役　藤井　由美

簡易宿所 2017/4/13

ＫＹＯＴＯ　ＭＯＲＲＩＳ　ＨＯＳＴＥＬ Nakagyo-ku
京都市中京区新烏丸通竹屋町上る梅之木町１３３番
地１

株式会社　たからや
代表取締役　森下　起弘

簡易宿所 2017/4/13

二条ききょう亭 Nakagyo-ku 京都市中京区聚楽廻南町３１番地３
合同会社　プルミエエステート
代表社員　山本　圭介

簡易宿所 2017/4/19

ホスタ二条　葵 Nakagyo-ku 京都市中京区西ノ京永本町９番地２
株式会社　ホスタ
代表取締役　東尾　浩史

簡易宿所 2017/4/19

星都庵 Nakagyo-ku 京都市中京区壬生高樋町１７番地２
スターリゾート株式会社
代表取締役　佐々木　優也

簡易宿所 2017/4/20

庵町家ステイ　三坊西洞院町町家 Nakagyo-ku
京都市中京区西洞院通御池下る三坊西洞院町５６１
番地

株式会社　庵町家ステイ
代表取締役　三浦　充博

簡易宿所 2017/4/20

山まる Nakagyo-ku 京都市中京区聚楽廻西町１８０番地　２Ｆ
権　寧保

簡易宿所 2017/4/26
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ホテルグレイスリー京都三条南館 Nakagyo-ku 京都市中京区新京極通三条下る桜之町４２０番地
ＷＨＧ関西株式会社
代表取締役　北原　昭

ホテル 2017/4/27

ソラリア西鉄ホテル京都プレミア Nakagyo-ku 京都市中京区木屋町通三条上る上大阪町５０９番地
株式会社　西鉄ホテルズ
代表取締役　金子　新

ホテル 2017/4/27

ホテル　エムズイン　二条 Nakagyo-ku 京都市中京区西ノ京永本町２３番地
株式会社　ホテルエムズ
代表取締役　村田　博司

簡易宿所 2017/4/28

和み家　京都＿南円町 Nakagyo-ku 京都市中京区西ノ京南円町１２６番地
早田　和仙

簡易宿所 2017/5/1

京待家　喜々（ＫｉＫｉ） Nakagyo-ku 京都市中京区西ノ京池ノ内町１８番地４０
今井　汐月

簡易宿所 2017/5/1

京華宿　二条城別邸 Nakagyo-ku 京都市中京区西ノ京池ノ内町１８番地３４
小牧　伸太郎

簡易宿所 2017/5/1

京町屋　沙々羅亭 Nakagyo-ku 京都市中京区壬生中川町２０番地２０
藤田　有加

簡易宿所 2017/5/1

南二西院町屋 Nakagyo-ku 京都市中京区壬生東淵田町１８番地７
ＵＶＡ　Ａｅｓｔｈｅｔｉｃｓ　Ｓｐａｃｅ株式会社
代表取締役　蘇貞夙

簡易宿所 2017/5/11

ＣＯＴＯ京都四条大宮１ Nakagyo-ku 京都市中京区壬生松原町５４番地９
株式会社　古都
代表取締役　白岩　貢

簡易宿所 2017/5/11

西ノ京原町の家 Nakagyo-ku 京都市中京区西ノ京原町１３番地
株式会社　りのらぼ
代表取締役　角谷　力

簡易宿所 2017/5/31

ＣＯＴＯ京都　二条１ Nakagyo-ku 京都市中京区聚楽廻西町７１番地５
浅野　和雄

簡易宿所 2017/5/31

二条旅籠　上黒門 Nakagyo-ku 京都市中京区黒門通六角下る上黒門町３８９番地
北山貿易株式会社
代表取締役　李　文文

簡易宿所 2017/6/1

二条　有楽庵 Nakagyo-ku 京都市中京区西ノ京池ノ内町２７番地３
山本　智子

簡易宿所 2017/6/1

京都　Ｋａｒａｓｕｍａ Nakagyo-ku
京都市中京区新町西洞院の間四条上る炭之座町４
０６番地

亀山　陽子
簡易宿所 2017/6/2

曼　七本松ノ弐　ＮＩ Nakagyo-ku 京都市中京区聚楽廻西町６４番地７
株式会社　凛
代表取締役　藤井　由美

簡易宿所 2017/6/5

鈴　四条壬生川 Nakagyo-ku 京都市中京区壬生相合町３３番地
株式会社　レアル
代表取締役　児玉　舟

簡易宿所 2017/6/5

Ｅｎ　Ｈｏｕｓｅ　縁 Nakagyo-ku
京都市中京区三条通油小路下る三条油小路町１７３
番地５

合同会社　Ｓｈｉｋｉ　Ｇｒｏｕｐ
代表社員　神田　千愛

簡易宿所 2017/6/7

ＫＹＯＴＯ　ＡＲＴ　ＨＯＳＴＥＬ　ｋｕｍａｇｕｓｕｋｕ Nakagyo-ku 京都市中京区壬生馬場町３７番地３
株式会社　ｋｕｍａｇｕｓｕｋｕ
代表取締役　矢津吉隆

簡易宿所 2017/6/14

ＦＡＬＤＩＣ ｉｎｎ．ＮＩＪＯ Nakagyo-ku 京都市中京区聚楽廻東町３２番地５
株式会社　ＦＡＬＤＩＣ
代表取締役　大山　彩

簡易宿所 2017/6/16

Ｔａｌｂｏｔ Nakagyo-ku 京都市中京区西ノ京池ノ内町１番地２
パンとサーカス株式会社
代表取締役　榎本　大輔

簡易宿所 2017/6/27

Ｇｕｅｓｔ　Ｈｏｕｓｅ　Ｇｏｒｏ Nakagyo-ku 京都市中京区西ノ京三条坊町１５番地３
ダーニング　クエンティン　シャーボネ

簡易宿所 2017/6/27

藏や　千本三条 Nakagyo-ku 京都市中京区西ノ京南聖町２１番地１５
アールスクウェア株式会社
代表取締役　志水　龍

簡易宿所 2017/6/28

Ａｒｔ　ｉｎ　ｈｏｓｔｅｌ　ＳＵＭＡＵ Nakagyo-ku 京都市中京区西ノ京南聖町６番地５
株式会社　シェンゲン
代表取締役　澤田　修司

簡易宿所 2017/6/28

ユニゾイン京都河原町四条 Nakagyo-ku
京都市中京区河原町通三条下る二丁目山崎町２４０
番地

ユニゾホテル株式会社
代表取締役　小崎　哲資

ホテル 2017/6/29
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京町家雅　宮木邸 Nakagyo-ku
京都市中京区姉小路通油小路東入宮木町４６５番
地

合同会社　オフィスあずさ
代表社員　根岸　俊光

簡易宿所 2017/6/29

ｃｏｃｏｃｈｉ　ｒｏｏｍ Nakagyo-ku
京都市中京区室町通町丸太町下る道場町４番地８
２階

中野　亜紀
簡易宿所 2017/6/29

Ｋｙｏｔｏ　Ｓｔａｙ・ＳＡＫＵＲＡ　二条城西Ⅰ Nakagyo-ku 京都市中京区聚楽廻中町５１番地１０
フロントマネジメント株式会社
代表取締役　廣瀬　佳正

簡易宿所 2017/6/29

一笑居 Nakagyo-ku 京都市中京区壬生馬場町１４番地２１
洪　俊峰

簡易宿所 2017/6/29

ＪＱ　Ｖｉｌｌａ　Ｋｙｏｔｏ　Ｍｉｂｕ Nakagyo-ku 京都市中京区壬生下溝町６１番地８
合同会社　ランドマークリアルエステート
代表社員　種村　真

簡易宿所 2017/6/30

ＨＯＳＯＯ　ＲＥＳＩＤＥＮＣＥ Nakagyo-ku 京都市中京区両替町通二条上る北小路町９８番地８
細尾　啓子

簡易宿所 2017/7/3

Ｒｉｎｎ　Ｍｉｂｕ－ｄｅｒａ Nakagyo-ku 京都市中京区壬生梛ノ宮町１１番地４４
三都住建株式会社
代表取締役　呉山奉樹

簡易宿所 2017/7/11

アーバイン京都　四条大宮 Nakagyo-ku 京都市中京区壬生坊城町１４番地２
株式会社　ユキ・コーポレーション
代表取締役　中本　晴邦

簡易宿所 2017/7/12

ロッカクゲストハウス５ Nakagyo-ku
京都市中京区六角通柳馬場東入大黒町７２番地１
京都六角Ｎビル５階

株式会社カステッロフィーゴ
代表取締役　中野　郁子

簡易宿所 2017/7/12

ロッカクゲストハウス６ Nakagyo-ku
京都市中京区六角通柳馬場東入大黒町７２番地１
京都六角Ｎビル６階

株式会社カステッロフィーゴ
代表取締役　中野　郁子

簡易宿所 2017/7/12

ＴＨＥ　ＭＩＬＬＥＮＮＩＡＬＳ　ＫＹＯＴＯ Nakagyo-ku
京都市中京区河原町通三条下る二丁目山崎町２３５
番地（地下１階の一部，１階の一部，４～８階）

株式会社　グローバルエージェンツ
代表取締役　山﨑　剛

簡易宿所 2017/7/12

ＫＹＯＴＯ　ＦＯＵＲ　ＳＩＳＴＥＲＳ　ＲＥＳＩＤＥＮＣＥ Nakagyo-ku
京都市中京区西洞院通竹屋町下る毘沙門町３８７番
地，３８９番地１

株式会社　ＲＩＶＥＲ　ＦＩＥＬＤ
代表取締役　河原　幸多利

簡易宿所 2017/7/14

パシオ　二条 Nakagyo-ku 京都市中京区西ノ京東月光町２３番地２９
合同会社　コト空間
代表社員　髙橋　友紀子

簡易宿所 2017/7/20

藏や　南聖町 Nakagyo-ku 京都市中京区西ノ京南聖町５番地１
アールスクウェア株式会社
代表取締役　志水　龍

簡易宿所 2017/7/20

Ｍａｃｈｉｙａ　Ｈｏｔｅｌ　ＦＵＫＵＮＥ　琴箏 Nakagyo-ku
京都市中京区六角通新町西入西六角町１０５番地３
（西から１軒目）

株式会社　ＡＤＬ２
代表取締役　マッキンリー亜矢

簡易宿所 2017/7/24

Ｍａｃｈｉｙａ　Ｈｏｔｅｌ　ＦＵＫＵＮＥ　胡弓 Nakagyo-ku
京都市中京区六角通新町西入西六角町１０５番地３
（西から２軒目）

株式会社　ＡＤＬ２
代表取締役　マッキンリー亜矢

簡易宿所 2017/7/24

Ｍａｃｈｉｙａ　Ｈｏｔｅｌ　ＦＵＫＵＮＥ　三弦 Nakagyo-ku
京都市中京区六角通新町西入西六角町１０５番地３
（東から２軒目）

株式会社　ＡＤＬ２
代表取締役　マッキンリー亜矢

簡易宿所 2017/7/24

Ｍａｃｈｉｙａ　Ｈｏｔｅｌ　ＦＵＫＵＮＥ　琵琶 Nakagyo-ku
京都市中京区六角通新町西入西六角町１０５番地３
（東から１軒目）

株式会社　ＡＤＬ２
代表取締役　マッキンリー亜矢

簡易宿所 2017/7/24

レジステイ錦小路 Nakagyo-ku 京都市中京区堺町通蛸薬師下る菊屋町５２１番地
株式会社　レジステイ
代表取締役　山越　悠登

簡易宿所 2017/7/24

椿庵・京都 Nakagyo-ku 京都市中京区西ノ京御輿岡町２８番地
大橋　昭

簡易宿所 2017/7/25

Ｇｕｅｓｔ　Ｈｏｕｓｅ　Ｏｎｅ　Ｍｏｒｅ　Ｈｅａｒｔ　ａｔ　Ｋａｒａｓｕ
ｍａ　１

Nakagyo-ku
京都市中京区蛸薬師通堀川東入亀屋町２７６番地
１，２７８番地

株式会社　Ｏｎｅ　Ｍｏｒｅ　Ｈｅａｒｔ
代表取締役　吉田　奨

簡易宿所 2017/8/1

雲井 Nakagyo-ku 京都市中京区西ノ京船塚町１２番地１０
株式会社　雲井
代表取締役　尚　英強

簡易宿所 2017/8/1

笈楽居 Nakagyo-ku 京都市中京区西ノ京右馬寮町１番地
邵　春暉

簡易宿所 2017/8/7

ＪＡＰＡＮＩＮＧ　ＨＯＴＥＬ　丸太町 Nakagyo-ku 京都市中京区聚楽廻東町３番地１７
株式会社　ガーネット
代表取締役　中野　拓磨

簡易宿所 2017/8/8
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ｎｉｃｏ　ｈｏｕｓｅ　ｉｎｎ　壬生寺 Nakagyo-ku 京都市中京区壬生高樋町５１番地７
田中　由美

簡易宿所 2017/8/9

鯉山町ゲストハウス Nakagyo-ku 京都市中京区蛸薬師室町通上る鯉山町５２８番地
株式会社　未来賃貸
代表取締役　四方　祥樹

簡易宿所 2017/8/9

寝床 Nakagyo-ku
京都市中京区御幸町通蛸薬師下る船屋町３６３番地
１　（ＭＪビル４階）

株式会社　オーファイブ
代表取締役　長田　富夫

簡易宿所 2017/8/9

京町家雅　釜座邸　しも座庵 Nakagyo-ku
京都市中京区釜座通姉小路下る突抜町８０４番地３
１階

合同会社　オフィスあずさ
代表社員　根岸　俊光

簡易宿所 2017/8/14

京町家雅　釜座邸　かみ座庵 Nakagyo-ku
京都市中京区釜座通姉小路下る突抜町８０４番地３
２階

合同会社　オフィスあずさ
代表社員　根岸　俊光

簡易宿所 2017/8/14

ホテルエクセレンス・円町駅前 Nakagyo-ku 京都市中京区西ノ京円町３０の２番地
株式会社　ゴールドウェーブ
代表取締役　平岡　恒佳

ホテル 2017/8/14

レジデンシャル宿　西大路 Nakagyo-ku 京都市中京区西ノ京下合町３０番地
株式会社　ジャパンスタイルウエスト
代表取締役　平松　みよ子

簡易宿所 2017/8/14

Ｈｏｔｅｌ　Ｏｎｅ　Ｍｏｒｅ　Ｈｅａｒｔ　ａｔ　Ｎｉｊｏ　Ｋｉｔａ　１ Nakagyo-ku
京都市中京区聚楽廻東町６番地１，６番地８，６番地
１３

株式会社　Ｏｎｅ　Ｍｏｒｅ　Ｈｅａｒｔ
代表取締役　吉田　奨

簡易宿所 2017/8/14

みち草 Nakagyo-ku 京都市中京区猪熊通蛸薬師下る下瓦町５６８番地
平松　朋子

簡易宿所 2017/8/15

Ｅｘｔｅｎｄｅｄ　Ｓｔａｙ　Ｋｙｏｔｏ　Ａｐａｒｔｍｅｎｔ Nakagyo-ku 京都市中京区壬生森前町２９番地８８
佃　松三郎

簡易宿所 2017/8/15

ＴＡＴＥＲＵ　ｂｎｂ　ＯＮＴＯＭＯＣＨＯ－ｍａｃｈｉｙａ－ Nakagyo-ku 京都市中京区三条通猪熊西入御供町３０５番地
株式会社ＴＡＴＥＲＵ　ｂｎｂ
代表取締役　大城　崇聡

簡易宿所 2017/8/23

京町　夢二 Nakagyo-ku 京都市中京区壬生上大竹町１６番地１
エスワイ京通株式会社
代表取締役　郭　文博

簡易宿所 2017/8/28

二条西洞院ゲストハウス Nakagyo-ku
京都市中京区西洞院通二条下る二条西洞院町６５５
番地　１階，地下１階

山中　信博
簡易宿所 2017/8/28

洛 Nakagyo-ku 京都市中京区間之町通夷川上る楠町５８８番地２
株式会社　Ｓ・Ｉエムズ
代表取締役　塩田　真人

簡易宿所 2017/8/29

花鈴　京小宿　ちよつる Nakagyo-ku
京都市中京区錦小路通新シ町西入七軒町４７５番地
３

木原　剛
簡易宿所 2017/9/1

茶宿　大宮 Nakagyo-ku 京都市中京区壬生賀陽御所町４２番地１２
株式会社マイジョリティサービス
代表取締役　芝田　裕也

簡易宿所 2017/9/1

風雅別邸　四条大宮 Nakagyo-ku 京都市中京区壬生坊城町８番地２２
株式会社オックスコンサルティング
代表取締役　原康雄

簡易宿所 2017/9/4

Ｎｏ．６　二条 Nakagyo-ku 京都市中京区西ノ京池ノ内町１６番地５
株式会社　テン
代表取締役　中村　伸次

簡易宿所 2017/9/5

二条ホテル月光 Nakagyo-ku 京都市中京区西ノ京東月光町３３番地５，３３番地６
株式会社　沖潮開発
代表取締役　沖潮　吉績

簡易宿所 2017/9/11

漫屋 Nakagyo-ku 京都市中京区壬生下溝町４３番地１１
馮　建焜

簡易宿所 2017/9/11

桜楓堂 Nakagyo-ku 京都市中京区壬生松原町３３番地１０　１階，２階
東朋商事株式会社
代表取締役　張　俊

簡易宿所 2017/9/11

藏や　聚楽第北 Nakagyo-ku 京都市中京区聚楽廻東町３１番地１０
アールスクウェア株式会社
代表取締役　志水　龍

簡易宿所 2017/9/20

藏や　聚楽第南 Nakagyo-ku 京都市中京区聚楽廻東町３１番地１５
アールスクウェア株式会社
代表取締役　志水　龍

簡易宿所 2017/9/20

ＪＡＰＡＮＩＮＧ　二条天池 Nakagyo-ku 京都市中京区壬生天池町３０番地１７
株式会社ガーネット
代表取締役　中野　拓磨

簡易宿所 2017/9/20
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京都　烏丸御池ホテル　ｇｒａｎｄｅｒｅｖｅｒｉｅ Nakagyo-ku
京都市中京区衣棚通御池下る長浜町１４８番地，１４
３番地１

河村建設株式会社
代表取締役　河村　芳雄

簡易宿所 2017/9/22

京都シャラガム Nakagyo-ku 京都市中京区富小路通三条下る朝倉町５３４番地
株式会社京家建設
代表取締役　山内　克己

ホテル 2017/9/22

Ｍａｉ　舞　Ｈｏｕｓｅ Nakagyo-ku
京都市中京区室町通竹屋町下る鏡屋町５１番地　２
階

合同会社　Ｓｈｉｋｉ　Ｇｒｏｕｐ
代表社員　神田　千愛

簡易宿所 2017/9/26

Ｋｅｎ　Ｇｕｅｓｔｈｏｕｓｅ　Ｋｙｏｔｏ Nakagyo-ku 京都市中京区壬生御所ノ内町１０番地１４
武田　剣

簡易宿所 2017/9/26

雲・小天 Nakagyo-ku 京都市中京区新町通竹屋町下る弁財天町３１９番地
株式会社恒心堂
代表取締役　チャンシャオマン

簡易宿所 2017/9/29

ＫＨＡＫＩ　ＧＵＥＳＴＨＯＵＳＥ Nakagyo-ku 京都市中京区二条通堀川東入矢幡町３１０番地
株式会社景安
代表取締役　陳　怡安

簡易宿所 2017/10/3

今日都 Nakagyo-ku
京都市中京区大宮通蛸薬師下る四坊大宮町１７８番
地３　１階，２階

千佳株式会社
代表取締役　藤原王花

簡易宿所 2017/10/4

ゆりの Nakagyo-ku
京都市中京区西洞院通御池下る三坊西洞院町５６０
番地２

池邉　雅文
簡易宿所 2017/10/4

Ｋｙｏｔｏ　Ｓａｍｕｒａｉ　Ｓｔａｙ Nakagyo-ku
京都市中京区蛸薬師通大宮西入上る因幡町１１１番
地　１階

原田　健史
簡易宿所 2017/10/11

ゲストハウス道 Nakagyo-ku 京都市中京区衣棚通姉小路下る突抜町１４０番地２
株式会社大創
代表取締役　亀川　鐘太

簡易宿所 2017/10/12

天一閣 Nakagyo-ku 京都市中京区壬生高樋町６０番地３２
鄔　必偉

簡易宿所 2017/10/17

黙然居 Nakagyo-ku 京都市中京区西ノ京左馬寮町１１番地５
張　文耀

簡易宿所 2017/10/18

京宿うさぎ別邸　お花 Nakagyo-ku 京都市中京区西ノ京職司町５６番地南側
井上　順子

簡易宿所 2017/10/19

京宿うさぎ別邸　お星 Nakagyo-ku 京都市中京区西ノ京職司町５６番地北側
井上　順子

簡易宿所 2017/10/19

古都宿　優庵 Nakagyo-ku 京都市中京区壬生辻町５３番地７
王　平

簡易宿所 2017/10/31

Ｓｌｏｗ　Ｈｏｕｓｅ　Ｋｙｏｔｏ Nakagyo-ku 京都市中京区壬生高樋町６番地９
株式会社ＳＰＡＣＥ
代表取締役　北野勇樹

簡易宿所 2017/11/2

姉小路　梅ノ戸庵 Nakagyo-ku
京都市中京区姉小路通油小路東入宮木町４６３番
地

畑　尚樹
簡易宿所 2017/11/6

東急ステイ京都両替町通 Nakagyo-ku
京都市中京区両替町通姉小路下る柿本町３９２番
地，３９４番地，３９６番地の一部

東急ステイサービス株式会社
代表取締役　木内　伸好

ホテル 2017/11/7

ＪＡＰＡＮＩＮＧ　ＨＯＴＥＬ　二条城南 Nakagyo-ku 京都市中京区姉小路通猪熊西入倉本町２６２番地
株式会社ガーネット
代表取締役　中野　拓磨

簡易宿所 2017/11/8

京柊（Ｋｙｏ－Ｈｉｉｒａｇｉ） Nakagyo-ku 京都市中京区壬生天池町２８番地２６
寺井　拓広

簡易宿所 2017/11/10

京椿（Ｋｙｏ－Ｔｓｕｂａｋｉ） Nakagyo-ku 京都市中京区壬生天池町２８番地２７
寺井　拓広

簡易宿所 2017/11/10

ゲストハウスイン京都　三条小川 Nakagyo-ku 京都市中京区小川通三条下る猩々町１２１番地
株式会社ゲストハウスイン
代表取締役　中村　淳

簡易宿所 2017/11/13

祥雲斎 Nakagyo-ku
京都市中京区猪熊通三条下る三条猪熊町６５３番地
１

馬　振傑
簡易宿所 2017/11/13

Ｇｕｅｓｔ　Ｈｏｕｓｅ　一　Ｈａｊｉｍｅ Nakagyo-ku 京都市中京区壬生松原町４３番地２３
株式会社アセットウイン
代表取締役　田中優

簡易宿所 2017/11/13

44 ページ Nakagyo-ku



List of Accommodations/Facilities(31 May 2018) ※営業実態が確認できない施設は掲載していません。

Name of Accommodations/Facilities City Ward Address Name of Applicant
Type of
Accommodation

Date permission
was received

鶴居・二条 Nakagyo-ku 京都市中京区西ノ京星池町１９番地１２
株式会社徳豊
代表取締役　鄒　淳

簡易宿所 2017/11/15

Ｇｕｅｓｔ　Ｈｏｕｓｅ　Ｈａｒｍｏｎｙ Nakagyo-ku
京都市中京区柳馬場通二条下る等持寺町３番地　１
階，２階

株式会社ハーモニー
代表取締役　小澤　京子

簡易宿所 2017/11/15

ＣＯＴＯ京都四条大宮２ Nakagyo-ku 京都市中京区壬生高樋町２７番地１５，２７番地１８
株式会社古都
代表取締役　石井　光一

簡易宿所 2017/11/15

ＣＯＴＯ京都四条大宮３ Nakagyo-ku 京都市中京区壬生高樋町２７番地２３，２７番地２４
株式会社古都
代表取締役　石井　光一

簡易宿所 2017/11/15

千家　仙郷（せんきょう） Nakagyo-ku 京都市中京区西ノ京内畑町１８番地２３
株式会社Ｈｏｕｓｅｌｉｆｅ
代表取締役　張　雯雯

簡易宿所 2017/11/22

千家　市隠（いちいん） Nakagyo-ku 京都市中京区壬生下溝町１７番地２
株式会社Ｈｏｕｓｅｌｉｆｅ
代表取締役　張　雯雯

簡易宿所 2017/11/28

Ｇａｌｌｅｒｙ　Ｆｕｒｕｓｈｉｒｏ Nakagyo-ku 京都市中京区小川通二条下る古城町３６７番地１
株式会社北島商店
代表取締役　北島　俊英

簡易宿所 2017/11/28

御宿　西ノ京 Nakagyo-ku 京都市中京区西ノ京銅駝町４７番地１
株式会社セルフ
代表取締役　馬場　明

簡易宿所 2017/11/29

ＣｏＣｏ　Ｈｏｕｓｅ Nakagyo-ku 京都市中京区壬生東檜町２３番地２　１階
堀井　道晃

簡易宿所 2017/11/29

ｈａｎａ－Ｒｅ－ｓｏｒｔ　中京別邸 Nakagyo-ku 京都市中京区壬生馬場町１５番地１２　１階，２階
畑　尚樹

簡易宿所 2017/11/29

ＪＵＲＡＫＵＭＡＷＡＲＩ　ＩＮＮ Nakagyo-ku 京都市中京区聚楽廻西町６１番地２
株式会社昌久
代表取締役　黒田　昌資

簡易宿所 2017/12/5

Ｈａｎａ　Ｂｏｔａｎ Nakagyo-ku 京都市中京区西ノ京西月光町２７番地１１
白川　毅

簡易宿所 2017/12/5

Ｋｙｏｔｏ　Ｓｔａｙ・ＳＡＫＵＲＡ　二条城西Ⅱ Nakagyo-ku 京都市中京区聚楽廻東町１４番地２２
Ｓｔａｙ　ＪＡＰＡＮ株式会社
代表取締役　髙橋　誠一

簡易宿所 2017/12/5

Ｇｕｅｓｔ　ｈｏｕｓｅ　花想容・楓 Nakagyo-ku 京都市中京区西ノ京冷泉町３７番地
萬華株式会社
代表取締役　黎　涛

簡易宿所 2017/12/5

雲・小舟 Nakagyo-ku
京都市中京区竹屋町通麩屋町東入魚屋町４４４番
地２ 麩屋町通竹屋町上る舟屋町４１７番地１

株式会社恒心堂
代表取締役　チャンシャオマン

簡易宿所 2017/12/12

ＨＯＴＥＬ　ＲＥＪＯＩＣＥ　ＳＴＡＹ　京都烏丸御池 Nakagyo-ku
京都市中京区車屋町通押小路下る塗師屋町３４５番
地他

株式会社エーアンドシーキャピタル
代表取締役　中山　佳典

ホテル 2017/12/18

トリッパーズイン京都四条
Tｒｉｐｐｅｒ’ｓ　Ｉｎｎ　Ｋｙｏｔｏ　Ｓｈｉｊｏ

Nakagyo-ku
京都市中京区堀川通四条上る錦堀川町６２８番地，
６２８番地３

株式会社５００ＲＰＭ
代表取締役　林　一馬

簡易宿所 2017/12/19

四条西院邸 Nakagyo-ku 京都市中京区壬生森町４８番地１９
日本ビジネスコンサルティング株式会社
代表取締役　仲馬　佳男

簡易宿所 2017/12/21

ファーストキャビン京都河原町三条 Nakagyo-ku 京都市中京区河原町通三条上る恵比須町４３７番地
株式会社ファーストキャビン京都三条
代表取締役　来海　忠男

簡易宿所 2017/12/22

ＲＥＳＩＳＴＡＹ　お碗　Ａｍａｔｅｒｒａｃｅ Nakagyo-ku
京都市中京区醒々井通六角下る越後突抜町３０６番
地，３０７番地

株式会社レジステイ
代表取締役　山越　悠登

簡易宿所 2017/12/22

ＫＹＯＴＯ　ＮＩＪＹＯ　Ｇｕｅｓｔ　Ｈｏｕｓｅ Nakagyo-ku 京都市中京区聚楽廻西町１６３番地４２
ミウラダイチ・ビジネスオフィス株式会社
代表取締役　三浦　大地

簡易宿所 2017/12/26

慶有魚　二条城 Nakagyo-ku 京都市中京区西ノ京西月光町１８番地１１
株式会社慶有魚
代表取締役　ウー・ツォンホォエ

簡易宿所 2017/12/27

福家・四季二条 Nakagyo-ku 京都市中京区聚楽廻西町１６３番地１３
孫　雪

簡易宿所 2017/12/28

紡・神泉苑南 Nakagyo-ku 京都市中京区西ノ京池ノ内町１８番地１２
株式会社エース企画
代表取締役　長谷川　進

簡易宿所 2017/12/28
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紡　ＨＯＳＴＥＬ　円町 Nakagyo-ku 京都市中京区西ノ京西鹿垣町３８番地２
株式会社レ・コネクション
代表取締役　奥田　久雄

簡易宿所 2018/1/4

京華宿　巣 Nakagyo-ku 京都市中京区壬生神明町１番地１４３
松島　亜弥

簡易宿所 2018/1/10

永巧舎五号館 Nakagyo-ku 京都市中京区壬生西大竹町２４番地（東側）
大薮　巧

簡易宿所 2018/1/10

京Ｃｏｔｔａｇｅ　Ｍａｃｈｉｃｏ　壬生 Nakagyo-ku 京都市中京区壬生森町２番地４
株式会社ＰａＰａ’ｓ　Ｈｏｕｓｅ
代表取締役　菊池武史

簡易宿所 2018/1/10

廣誠院宿坊 Nakagyo-ku
京都市中京区河原町通二条下る一之船入町５３８番
地１

廣誠院
代表役員　廣瀬　満敬

簡易宿所 2018/1/11

ＤＯＷＮＴＯＷＮ　ＩＮＮ　ＫＹＯＴＯ Nakagyo-ku
京都市中京区西洞院通蛸薬師下る古西町４４８番
地，錦小路通新町西入西錦小路町２４７番地　西洞
院ＨＩＲＡＮＯ　６・７階

株式会社ＦＵＮＳＱＵＡＲＥ
代表取締役　松岡　亨

簡易宿所 2018/1/11

Ｓ４ Ｈｏｕｓｅ Ｋｙｏｔｏ Nakagyo-ku 京都市中京区西ノ京西円町６番地８
岡本　智之

簡易宿所 2018/1/11

ＧＲＡＮＤ　ＪＡＰＡＮＩＮＧ　ＨＯＴＥＬ　大宮 Nakagyo-ku 京都市中京区岩上通錦小路下る松浦町８４９番地１
株式会社ガーネット
代表取締役　中野　拓磨

ホテル 2018/1/12

二条舎 Nakagyo-ku 京都市中京区聚楽廻西町１６３番地６
居相　華紅

簡易宿所 2018/1/16

ホテルインターゲート京都　四条新町 Nakagyo-ku 京都市中京区新町通錦小路上る百足屋町３８７番地
株式会社グランビスタホテル＆リゾート
代表取締役　須田　貞則

簡易宿所 2018/2/15

Ｊ　ＲＥＬＡＸ　京都さいいん Nakagyo-ku 京都市中京区壬生西大竹町１０番地１２
イーパワーインターナショナル株式会社
代表取締役　安藤　康司

簡易宿所 2018/2/15

ＧＲＡＮＤ　ＪＡＰＡＮＩＮＧ　ＨＯＴＥＬ　烏丸御池 Nakagyo-ku 京都市中京区小川通姉小路下る西堂町４９０番地１
株式会社ガーネット
代表取締役　中野　拓磨

簡易宿所 2018/2/16

京蔵二条 Nakagyo-ku 京都市中京区西ノ京小倉町１２５番地
株式会社エルコーポレーション
代表取締役　杉本　圭司

簡易宿所 2018/2/16

ＧＲＡＮＤ ＪＡＰＡＮＩＮＧ ＨＯＴＥＬ 黒門三条 Nakagyo-ku
京都市中京区新シ町通三条下る下一文字町３２９番
地

株式会社ガーネット
代表取締役　中野　拓磨

簡易宿所 2018/2/19

悠旅 Nakagyo-ku 京都市中京区西ノ京職司町１３番地２
株式会社長栄
代表取締役　長田　修

簡易宿所 2018/2/23

義方居 Nakagyo-ku 京都市中京区西ノ京中保町９７番地３
趙　義方

簡易宿所 2018/2/23

ゲストハウス朝日 Nakagyo-ku 京都市中京区壬生賀陽御所町４２番地１１
キラリ管理合同会社
代表社員　鐘　真理子

簡易宿所 2018/2/23

茶宿　壬生 Nakagyo-ku 京都市中京区壬生西大竹町１０番地４
株式会社マイジョリティサービス
代表取締役　芝田　裕也

簡易宿所 2018/2/23

先斗町別邸 Nakagyo-ku
京都市中京区木屋町通四条上る鍋屋町２３２番地１
２

株式会社リーフ・パブリケーションズ
簡易宿所 2018/2/23

プライベートレジデンス二条城　倖 Nakagyo-ku
京都市中京区二条通油小路東入西大黒町３３２番
地５

レイバーランド有限会社
代表取締役　齋藤　勉

簡易宿所 2018/2/27

福家・月光町 Nakagyo-ku 京都市中京区西ノ京東月光町３４番地２
株式会社好時
代表取締役　郝　石

簡易宿所 2018/2/28

雲・小池 Nakagyo-ku 京都市中京区西ノ京池ノ内町２３番地５８
株式会社恒心堂
代表取締役　チャンシャオマン

簡易宿所 2018/2/28

Ｌｉｂｅｒｏ　Ｅｘｅｃｕｔｉｖｅ　Ｓｕｉｔｅ Nakagyo-ku
京都市中京区御幸町通三条上る丸屋町３３３番地エ
レメントビル４階

有限会社山かわ
代表取締役　山川　暁子

簡易宿所 2018/3/2
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ＫＯＤＯ　ＳＴＡＹ　ＮＩＪＯ Nakagyo-ku 京都市中京区西ノ京小倉町１２２番地　１階，２階
有限会社コドー・コーポレーション
代表取締役　小堂　勝

簡易宿所 2018/3/2

朱雀　若草庵 Nakagyo-ku 京都市中京区西ノ京西月光町１８番地９
森　正行

簡易宿所 2018/3/6

京蔵別邸壬生 Nakagyo-ku 京都市中京区壬生梛ノ宮町１０番地１１
丹波　誠己

簡易宿所 2018/3/7

冠邸 Nakagyo-ku 京都市中京区壬生御所ノ内町２７番地２０
株式会社デュオリンク
代表取締役　冠　秀雄

簡易宿所 2018/3/13

パシオ　二条 Nakagyo-ku 京都市中京区西ノ京東月光町２３番地２９
國本　政伸

簡易宿所 2018/3/19

壬生英庵（はなぶさあん） Nakagyo-ku 京都市中京区壬生高樋町１７番地２５
株式会社フォレストジェム
代表取締役　森　英弘

簡易宿所 2018/3/20

グリッズ京都　四条河原町 Nakagyo-ku
京都市中京区富小路通錦小路下る西大文字町５９９番地，
５９９番地１，５９９番地２，５９９番地３，５９９番地４

ＡＢアコモ株式会社
代表取締役　阿部　裕二

簡易宿所 2018/3/20

ＭＩＭＡＲＵ京都　堀川六角 Nakagyo-ku 京都市中京区堀川通六角下る壺屋町２４９番地
株式会社コスモスホテルマネジメント
代表取締役　藤岡　英樹

簡易宿所 2018/3/20

Ｋｙｏｔｏ Sｔａｙ・ＳＡＫＵＲＡ 二条 四季 Nakagyo-ku 京都市中京区聚楽廻松下町３番地１３
Ｓｔａｙ　ＪＡＰＡＮ株式会社
代表取締役　髙橋　誠一

簡易宿所 2018/3/22

京楽 Nakagyo-ku 京都市中京区壬生淵田町９番地１２　１階，２階
郡山　桂霞

簡易宿所 2018/3/22

ヴィアーレ聚楽廻 Nakagyo-ku 京都市中京区聚楽廻東町８番地１
有限会社ワイズ企画
代表取締役　山田　ゆかり

簡易宿所 2018/3/22

椛　京都四条 Nakagyo-ku 京都市中京区油小路通四条上る藤本町５５７番地
株式会社ＳＴＤマネジメント
代表取締役　有田　信行

簡易宿所 2018/3/26

レジステイ　高倉 Nakagyo-ku 京都市中京区押小路通高倉東入竹屋町１４５番地
株式会社サンライク
代表取締役　三好　正浩

簡易宿所 2018/3/28

京都　新町六角ホテル　ｇｒａｎｄｅｒｅｖｅｒｉｅ Nakagyo-ku 京都市中京区六角通室町西入玉蔵町１２０番地
株式会社グランレブリー
代表取締役　河村　広貴

ホテル 2018/4/3

めぐみ庵　西院邸 Nakagyo-ku 京都市中京区壬生東土居ノ内町１０番地４４
株式会社アールビルド
代表取締役　島津　麗叔

簡易宿所 2018/4/3

Ｇｕｅｓｔ　ｈｏｕｓｅ　Ｎｉｊｏ　ｓｔａｔｉｏｎ秀（ｓｈｕ） Nakagyo-ku 京都市中京区西ノ京小堀町２番地５５
株式会社大創
代表取締役　亀川　鐘太

簡易宿所 2018/4/10

ロカンダ京都・四条大宮 Nakagyo-ku 京都市中京区壬生賀陽御所町６１番地４
株式会社オーナーズトラスト
代表取締役　清水　康史

簡易宿所 2018/4/10

ＪＡＰＡＮＩＮＧ　ＨＯＴＥＬ　丹波口 Nakagyo-ku 京都市中京区壬生松原町２８番地２
株式会社すまい
代表取締役　中島　幸博

簡易宿所 2018/4/10

ＡＰＡＲＴＭＥＮＴ　ＨＯＴＥＬ　鈴乃　～ＳＵＺＵＮＯ～ Nakagyo-ku
京都市中京区烏丸通三条上る場之町５９６番地ハイ
ツエスメラルダ６階

髙永株式会社
代表取締役　髙橋　久永

簡易宿所 2018/4/12

ＲＥＪＯＩＣＥ ＳＴＡＹ 京都二条城南 Nakagyo-ku 京都市中京区西ノ京池ノ内町１９番地８
株式会社エーアンドシーキャピタル
代表取締役　中山　佳典

簡易宿所 2018/4/13

ＧＵＥＳＴ　ＨＯＵＳＥ　ＭＩ・ＹＡ・ＢＩ（２階） Nakagyo-ku
京都市中京区三条通烏丸東入梅忠町２０番地１東洞院通
三条下る三文字町２０５番地１　烏丸アネックス２階

大同土地建物株式会社
代表取締役　五味　宗憲

簡易宿所 2018/4/16

ＧＵＥＳＴ　ＨＯＵＳＥ　ＭＩ・ＹＡ・ＢＩ（３階） Nakagyo-ku
京都市中京区三条通烏丸東入梅忠町２０番地１東洞院通
三条下る三文字町２０５番地１　烏丸アネックス３階

大同土地建物株式会社
代表取締役　五味　宗憲

簡易宿所 2018/4/16

ＧＲＡＮＤ　ＲＥＭ　西院 Nakagyo-ku 京都市中京区壬生東大竹町３１番地
株式会社ハウズ
代表取締役　才本　隆彦

簡易宿所 2018/4/17

京都かまんざホテル Nakagyo-ku 京都市中京区釜座通二条下る上松屋町７０２番地
島　博樹

ホテル 2018/4/26
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丸太町クリスタルホテル Nakagyo-ku 京都市中京区丸太町通油小路西入丸太町２５番地
株式会社リゾートライフ
代表取締役　松井　泰子

ホテル 2018/4/27

蛮子民宿二条城　松 Nakagyo-ku 京都市中京区西ノ京右馬寮町６番地４１
蛮子投資集団株式会社
代表取締役　張　一凡

簡易宿所 2018/5/1

四季々々しんら Nakagyo-ku
京都市中京区室町通押小路上る蛸薬師町２８６番地
１Ｆ

株式会社ＴＯＵＫＩ
代表取締役　上田　洋平

簡易宿所 2018/5/1

ＴＨＥ　ＳＨＡＲＥ　ＨＯＴＥＬＳ　ＲＡＫＵＲＯ　京都 Nakagyo-ku
京都市中京区丸太町通室町東入常真横町１８６番
地

株式会社リビタ
代表取締役　都村　智史

ホテル 2018/5/7

香驛 Nakagyo-ku 京都市中京区壬生下溝町４９番地３
株式会社カヨウ
代表取締役　王　維

簡易宿所 2018/5/9

ＧＲＡＮＤ　ＪＡＰＡＮＩＮＧ　ＨＯＴＥＬ　Ｃｅｎｔｒａｌ　大宮 Nakagyo-ku 京都市中京区新シ町通錦小路下る藤岡町４９４番地
株式会社ガーネット
代表取締役　中野　拓磨

ホテル 2018/5/14

ＥＮＲＡＫＵ Nakagyo-ku 京都市中京区西ノ京左馬寮町８番地２７
中河　知史

簡易宿所 2018/5/21

蛮子民宿二条城　竹 Nakagyo-ku 京都市中京区西ノ京左馬寮町７番地４１
蛮子投資集団株式会社
代表取締役　張　一凡

簡易宿所 2018/5/21

京夢舎 Nakagyo-ku 京都市中京区壬生松原町１番地４９
黄　偉傑

簡易宿所 2018/5/22

ホテルリソル京都　河原町三条 Nakagyo-ku
京都市中京区河原町通三条下る大黒町５７番地，５７番地３
他河原町通三条下る二丁目山崎町２３４番地２

リソルホテル株式会社
代表取締役　今泉　芳親

ホテル 2018/5/29

京恋　烏丸御池 Nakagyo-ku
京都市中京区衣棚通押小路上る上妙覚寺町２１５番
地１

アスター国際産業ソリューション株式会社
代表取締役　叶　婷婷

簡易宿所 2018/5/31
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うえむら Higashiyama-ku 京都市東山区八坂鳥居前下る下河原町463-34
上村　日出子

旅館 1945/12/5

合資会社　晴鴨樓 Higashiyama-ku 京都市東山区問屋町五条下る三丁目西橘町467
合資会社　晴鴨樓
代表社員　村岡　正浩

旅館 1946/2/16

清水房 Higashiyama-ku
京都市東山区大和大路通三条下る三丁目弁財天町
67

山本　フサ
旅館 1948/9/15

菊ノ井 Higashiyama-ku
京都市東山区下河原通八坂鳥居前下る下河原町
459-93

株式会社　菊ノ井
代表取締役　村田　吉弘

旅館 1949/10/20

浦島 Higashiyama-ku 京都市東山区八坂新地富永町137
綾部　喜代子

旅館 1954/12/27

佐々木 Higashiyama-ku
京都市東山区大和大路通四条下る四丁目小松町
564

佐々木　久枝
旅館 1956/5/9

寿 Higashiyama-ku 京都市東山区大和大路四条下る博多町112-3
菊川　しずゑ

旅館 1957/12/27

紫 Higashiyama-ku 京都市東山区祇園町南側570-7
吉田　綾子

旅館 1958/10/8

近江 Higashiyama-ku 京都市東山区東大路松原上る四丁目毘沙門町44
馬場　しずゑ

旅館 1959/8/8

有限会社　柳川 Higashiyama-ku
京都市東山区大和大路三条下る三丁目弁財天町
24-26

有限会社　柳川
代表取締役　小倉　和子

旅館 1959/12/7

湯河原 Higashiyama-ku 京都市東山区大和大路四条下る小松町551-1
山崎　暢子

旅館 1960/3/3

千楽 Higashiyama-ku 京都市東山区八坂鳥居前東入円山町市有地
高橋　茂野

旅館 1961/5/20

水月 Higashiyama-ku 京都市東山区三条大和大路二丁目新五軒町192
井上　佐千子

旅館 1961/7/31

ホテル東山閣 Higashiyama-ku 京都市東山区東大路渋谷下る妙法院前側町431
山陽興業　株式会社
代表取締役　曽我　俊彦

旅館 1961/12/25

こまつ Higashiyama-ku 京都市東山区祇園町南側501番地2
福島　明彦

旅館 1962/8/7

田舎亭 Higashiyama-ku
京都市東山区下河原通八坂鳥居前下る下河原町
463

奥村　勇太
旅館 1962/8/23

京の宿　祇園佐の Higashiyama-ku 京都市東山区高台寺北門通下河原東入鷲尾町504
清水観光　株式会社
代表取締役　佐野　篤司

旅館 1963/9/14

東観荘 Higashiyama-ku 京都市東山区八坂鳥居前東入円山町614
株式会社　東観荘
代表取締役　武田　みどり

旅館 1963/9/26

八仙 Higashiyama-ku 京都市東山区高台寺南門通下河原東入桝屋町36
三星観光　株式会社
代表取締役社長　北脇　泰子

旅館 1964/10/15

中野 Higashiyama-ku 京都市東山区祇園町南側570-8
有限会社　中野
代表取締役　中野　多美子

旅館 1965/12/23

智積院会館 Higashiyama-ku 京都市東山区塩小路通大和大路東入東瓦町964
宗教法人　総本山　智積院
代表役員　芙蓉　良英

旅館 1967/2/1

富久家 Higashiyama-ku
京都市東山区下河原通八坂鳥居前下る西入上弁天
町443-3

山田　笑子
旅館 1967/3/31
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美竹 Higashiyama-ku
京都市東山区下河原通八坂鳥居前下る下河原町４
９９

城野　孝子
旅館 1967/5/17

井雪 Higashiyama-ku 京都市東山区八坂鳥居前東入円山町官有地
上田　和子

旅館 1967/9/2

松春 Higashiyama-ku
京都市東山区下河原通八坂鳥居前下る下河原町
463

橋本　妙子
旅館 1967/10/21

きんなべ Higashiyama-ku 京都市東山区大和大路通四条下る三丁目博多町68
合資会社　きんなべ
代表社員　武内　幸雄

旅館 1968/5/27

喜むら家 Higashiyama-ku
京都市東山区大和大路通四条下る四丁目小松町
572

木村　時子
旅館 1969/8/21

ニュー山里 Higashiyama-ku 京都市東山区東大路松原上る四丁目毘沙門町46
山田　康子

旅館 1970/5/11

葉津家 Higashiyama-ku
京都市東山区下河原通八坂鳥居前下る上弁天町
440-1

中野　千鶴子
旅館 1971/4/1

加茂川荘 Higashiyama-ku 京都市東山区大和大路通三条下る新五軒町181
有限会社　奥川商事
代表取締役　奥川　雅生

旅館 1971/6/1

山志多 Higashiyama-ku 京都市東山区祇園町南側501-3
山下　昌子

旅館 1972/4/12

八平 Higashiyama-ku 京都市東山区下河原高台寺門前下河原町463-26
有限会社　八平
代表取締役　斉藤　照

旅館 1972/5/18

貝田 Higashiyama-ku
京都市東山区馬町通大和大路東三丁目妙法院前側
町426

貝田　孝江
旅館 1972/6/3

吉今旅館 Higashiyama-ku 京都市東山区新門前通大和大路東入西之町229-2
株式会社　吉今
代表取締役　清水　建一

旅館 1972/11/7

石田旅館 Higashiyama-ku 京都市東山区祇園町南側570-164
下田　恵美子

旅館 1972/11/9

わたなべ Higashiyama-ku 京都市東山区下河原八坂鳥居前下る下河原町534
渡辺　明美

旅館 1973/12/19

日昇館　尚心亭 Higashiyama-ku 京都市東山区三条通大橋東入二町目57.62合地
株式会社　日昇館
代表取締役　野村　一雄

旅館 1974/10/24

里見 Higashiyama-ku 京都市東山区新橋通大和大路東入林下町417-1
里見　千代子

簡易宿所 1975/6/17

きよみず鈴木 Higashiyama-ku 京都市東山区清水四丁目198
鈴木　きよの

旅館 1975/11/5

民宿　東山豊 Higashiyama-ku 京都市東山区六波羅多門町154
国本　正子

簡易宿所 1975/12/17

寿栄屋 Higashiyama-ku 京都市東山区下河原八坂鳥居前下る下河原町463
大石　みち恵

旅館 1976/6/16

東山ユースホステル Higashiyama-ku 京都市東山区三条通白川橋東入五軒町112
株式会社　塩浅ビル
代表取締役　浅井　裕久

簡易宿所 1976/7/26

加茂川苑 Higashiyama-ku 京都市東山区宮川筋四丁目314
杉　文江

旅館 1977/9/26

京の宿　ちとせ Higashiyama-ku
京都市東山区大和大路通四条下る四丁目小松町
564-7

上田　富子
旅館 1978/2/23
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大谷 Higashiyama-ku 京都市東山区東大路通松原上る三丁目下弁天町
大谷　和代

旅館 1978/2/23

悲田院 Higashiyama-ku 京都市東山区泉涌寺山内町35
悲田院
代表役員　湯浅　高明

簡易宿所 1978/8/7

新門荘 Higashiyama-ku
京都市東山区新門前通大和大路東入二丁目中之町
243

株式会社　新門荘
代表取締役　山内　宏之

旅館 1980/9/17

清水　吉田屋 Higashiyama-ku 京都市東山区五条橋東六丁目539-25
角　一三

簡易宿所 1981/4/13

澤食 Higashiyama-ku 京都市東山区宮川筋四条下る宮川筋四丁目320
有限会社　澤食
代表取締役　土屋　幸子

簡易宿所 1981/6/8

吉川 Higashiyama-ku 京都市東山区五条橋東六丁目583-34
株式会社　豊和
代表取締役　吉川　誠人

簡易宿所 1982/3/24

坂の上 Higashiyama-ku 京都市東山区下河原通八坂鳥居前下る鷲尾町502
株式会社　佐野家
代表取締役　佐野　喜一郎

旅館 1982/5/28

旅館　ゆたか Higashiyama-ku 京都市東山区宮川筋七丁目396
国本　正子

旅館 1983/3/12

古都夢 Higashiyama-ku 京都市東山区五条橋東六丁目583-58
平井　康之

簡易宿所 1984/2/29

旅館　ホテル　マドラス Higashiyama-ku 京都市東山区大和大路通四条下る小松町11-6
有限会社　エス・エー観光
代表取締役　甲斐田　正治

旅館 1985/2/9

旅館　ホテルニューデミアン Higashiyama-ku 京都市東山区三条白川橋東入五丁目東町241-1
株式会社　吉重
代表取締役　材木　良成

旅館 1985/2/12

旅館　葵ホテル Higashiyama-ku
京都市東山区東大路松原上る四丁目毘沙門町44-
53

生駒商事　有限会社
代表取締役　葉山　ケイノ

旅館 1985/5/13

旅館　京の宿　るり渓 Higashiyama-ku
京都市東山区大和大路通四条下る三丁目博多町
112-3

吉野　弘彦
旅館 1986/9/10

吉今旅館 Higashiyama-ku 京都市東山区新橋通大和大路東入元吉町54
清水　建一

旅館 1986/9/13

旅館　ホテル　りょうぜん Higashiyama-ku 京都市東山区清閑寺霊山町7
株式会社　美松
代表取締役　三大寺　啓子

旅館 1987/4/11

山茂登旅館 Higashiyama-ku 京都市東山区五条橋東三丁目412
有限会社　山茂登旅館
代表取締役　山本　憲裕

旅館 1987/11/2

春夏秋雪　京の宿　ギオン福住 Higashiyama-ku
京都市東山区新橋通大和大路東入三丁目林下町
437

株式会社　ギオン福住
代表取締役　中村　公紀

旅館 1988/4/15

ペンショングローブ東山 Higashiyama-ku 京都市東山区塩小路通東大路西入本瓦町667-1
林　晋一

簡易宿所 1989/4/18

玉半 Higashiyama-ku
京都市東山区下河原通八坂鳥居前下る下河原町
477

株式会社　玉半
代表取締役　稲葉　英子

旅館 1989/10/19

京乃宿　鴨東 Higashiyama-ku 京都市東山区一橋宮ノ内町2-1
桝井　清乃

旅館 1990/3/19

三塔庵 Higashiyama-ku 京都市東山区清閑寺霊山町１９
株式会社三塔庵
代表取締役　三宅　左栄子

簡易宿所 1992/8/25

純和風料理旅館　きのゑ Higashiyama-ku
京都市東山区東大路通松原上ル４丁目毘沙門町44
番地の8

有限会社　きのゑ旅館
取締役　宮田　千津代

旅館 1993/10/1
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清水山荘 Higashiyama-ku 京都市東山区清水三丁目341番地の1
岩渕　節子

簡易宿所 1993/10/14

ペンション祇園 Higashiyama-ku
京都市東山区大和大路通四条下ル四丁目小松町
562

有限会社　草園
代表取締役　安田　繁子

簡易宿所 1993/11/1

祇園の宿　舞風館 Higashiyama-ku
京都市東山区下河原通八坂鳥居前下る上弁天町
440

京都エンタプライズ株式会社
代表取締役　畑中法子

旅館 1994/4/6

弘扇龍 Higashiyama-ku
京都市東山区高台寺南門通下河原東入桝屋町363
番地の22

株式会社弘扇龍
代表取締役　小林　正太郎

旅館 1994/4/22

ぎおん　畑中 Higashiyama-ku
京都市東山区祇園町南側 501-5,501-6,503-
1505,602

株式会社　畑中
代表取締役　畑中　誠司

旅館 1995/12/20

ホテル　ささりんどう Higashiyama-ku
京都市東山区四条通大和大路東入祇園町南側
570-102他

都廣興業株式会社
代表取締役　森田　権

ホテル 1996/4/26

花楽 Higashiyama-ku 京都市東山区祇園町南側 499番地
株式会社花楽
代表取締役　杉本　克宏

旅館 1996/10/2

旅館　民宿ちとせ Higashiyama-ku 京都市東山区中道八坂塔下ル81番8
上田　幸一

簡易宿所 1997/1/16

其中庵 Higashiyama-ku
京都市東山区八坂鳥居前東入る円山町7番地3先市
有地

有限会社　カテリーナ
代表取締役　廣海　小夜

旅館 1997/3/13

淑徳館 Higashiyama-ku
京都市東山区新門前通大和大路東入三丁目梅本町
２６１

大山　淑子
旅館 1998/2/12

高台寺　阿わた Higashiyama-ku 京都市東山区下河原通高台寺下る南町４１３
吉田　司

旅館 1998/3/20

吉水 Higashiyama-ku 京都市東山区八坂鳥居前東入円山町7番地３先
中川　誼美

旅館 1998/7/1

長楽寺宿坊　遊行庵 Higashiyama-ku
京都市東山区四条通大和大路東入祇園町南側５３１
番地

宗教法人　長楽寺
代表役員　牧野　素山

旅館 1999/3/12

アパホテル〈京都祇園〉ＥＸＣＥＬＬＥＮＴ Higashiyama-ku 京都市東山区祇園町南側５５５番地
アパホテル株式会社
代表取締役　元谷芙美子

ホテル 2000/6/30

旅館　せいしん庵 Higashiyama-ku
京都市東山区三条白川橋東入四丁目中之町209番
地

有限会社　誠心庵
代表取締役　脇山　庸人

旅館 2001/8/21

旅館　やまと Higashiyama-ku
京都市東山区大和大路通正面下ル大和大路二丁目
５３７－１

有限会社　やまと
代表取締役　森田　雄二

旅館 2002/3/6

松葉亭 Higashiyama-ku
京都市東山区下河原通八坂鳥居前下る三丁目南町
４０９番地

有限会社　あぜち
代表取締役　畦地　晶美

旅館 2002/6/12

潤心庵 Higashiyama-ku 京都市東山区下河原町４６３－２５，４６３－２６
株式会社ビュー・マックス
代表取締役　千原　政雄

簡易宿所 2003/2/28

ホテルサンデーブランチ Higashiyama-ku
京都市東山区東大路松原上ル４丁目西入毘沙門町
４４番地の４８

株式会社京都アルデ
代表取締役　河本　信之

ホテル 2003/5/2

あずきや Higashiyama-ku 京都市東山区三条通白川橋東七丁目東分木町２７２
柱本　チエ子

簡易宿所 2003/7/10

五条ゲストハウス Higashiyama-ku 京都市東山区五条橋東３丁目３９６－２
森谷　栄二

簡易宿所 2003/8/26

ホテルリバージュ Higashiyama-ku
京都市東山区東大路松原上る四丁目毘沙門町４４
番地５０

谷口　満佑子
ホテル 2003/10/28

52 ページ Higashiyama-ku



List of Accommodations/Facilities(31 May 2018) ※営業実態が確認できない施設は掲載していません。

Name of Accommodations/Facilities City Ward Address Name of Applicant
Type of
Accommodation

Date permission
was received

ホテル　と、いうわけで。 Higashiyama-ku 京都市東山区宮川筋二丁目259
株式会社　フューチャー
代表取締役　國本　光德

ホテル 2004/1/19

花喜屋 Higashiyama-ku 京都市東山区五条橋東六丁目583番地101
片岡　永美

簡易宿所 2004/5/10

ゲストハウス　エイコンハウス Higashiyama-ku
京都市東山区大和大路四条下る三丁目博多町108
番地1

全　美琳
簡易宿所 2004/7/12

旅館　東山ホテル Higashiyama-ku 京都市東山区祇園町南側526番地
中西　喜代子

簡易宿所 2004/8/5

旅館　おくだ Higashiyama-ku
京都市東山区大和大路通四条下る三丁目博多町85
番地1

平生　富男
旅館 2004/9/2

白梅 Higashiyama-ku 京都市東山区八坂新地末吉町７８番地６
有限会社　白梅
取締役　玉置　妙子

旅館 2004/12/6

フルスファーホテル Higashiyama-ku
京都市東山区東大路松原上る四丁目毘沙門町４４
番地４１

森田　良二
簡易宿所 2004/12/28

ホテル　秀峰閣 Higashiyama-ku 京都市東山区五条橋東二丁目一番地１
株式会社　共立メンテナンス
代表取締役　佐藤　卓味

旅館 2005/3/11

ウェスティン都ホテル京都 Higashiyama-ku 京都市東山区粟田口華頂町壱番地
株式会社　近鉄・都ホテルズ
代表取締役　二村　隆

ホテル 2005/3/31

禿庵 Higashiyama-ku 京都市東山区清水四丁目197-3
玉置　澄子

簡易宿所 2006/1/6

ハイアットリージェンシー京都 Higashiyama-ku 京都市東山区三十三間堂廻リ644番地2
株式会社東山ホールディング
代表取締役　似内　隆晃

ホテル 2006/3/10

佐明邸 Higashiyama-ku
京都市東山区高台寺北門前通下河原東入鷲尾町
503-8

田中　比佐子
簡易宿所 2006/3/31

ほっこりする京の町家　上野屋 Higashiyama-ku 京都市東山区本町新五丁目１６３－９
上野　景一

簡易宿所 2006/10/31

料理旅館「高台寺　よ志のや」 Higashiyama-ku
京都市東山区高台寺北門前通下河原東入鷲尾町５
２８

株式会社フラット・フィールド・オペレーションズ
代表取締役　平野　誠

旅館 2007/4/2

旅館　元奈古 Higashiyama-ku
京都市東山区高台寺北門前通下河原東入鷲尾町５
１１番地

株式会社　元奈古
代表取締役　大藤　政治

旅館 2007/4/24

あずきや　セム Higashiyama-ku 京都市東山区三条通白川橋東七丁目東分木町２７０
柱本　チエ子

簡易宿所 2007/5/25

五条ゲストハウス別館 Higashiyama-ku
京都市東山区大和大路通四条下る４丁目小松町１１
－２６

森谷　栄二
簡易宿所 2007/6/5

柚子屋旅館 Higashiyama-ku
京都市東山区四条通大和大路東入祇園町南側５４５
番地

際コーポレーション株式会社
代表取締役　中島　武

旅館 2007/6/12

東急バケーションズ京都 Higashiyama-ku 京都市東山区三条大橋東六丁目今小路町_９２－１
東京急行電鉄株式会社
代表取締役　野本　弘文

簡易宿所 2007/6/27

柳 Higashiyama-ku 京都市東山区一橋野本町５９－１９
柳　紋永

簡易宿所 2007/7/24

ラブインパートⅡ Higashiyama-ku
京都市東山区広道通松原上ル四丁目毘沙門町４４
番地２５

株式会社　ＳＩＭＯＮＥ
代表取締役　山先　和馬

簡易宿所 2007/7/26

竹富 Higashiyama-ku 京都市東山区祇園町南側５７０－１２０
松永　輝代

簡易宿所 2007/8/2
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ホテル長楽館 Higashiyama-ku 京都市東山区八坂鳥居前東入円山町６０４番地
株式会社　長楽館
代表取締役　土手　素子

簡易宿所 2008/1/11

いやしの館　咲良 Higashiyama-ku
京都市東山区下河原通八坂鳥居前下る２丁目上弁
天町４３３

杉田　孝子
簡易宿所 2008/1/30

清水ユースホステル Higashiyama-ku
京都市東山区五条橋東６丁目５３９－１５，５３９－１
６

大野　習平
簡易宿所 2008/3/13

エコアンドテック京都 Higashiyama-ku 京都市東山区粟田口三条坊町４０
株式会社　ジェイテック
代表取締役　渡邊　昌嗣

ホテル 2008/4/10

京都東山荘 Higashiyama-ku 京都市東山区松原通広道東入清水四丁目１５９番地
日本通信機器株式会社
代表取締役　村井　政幸

旅館 2008/4/10

ホテルリバージュ Higashiyama-ku
京都市東山区東大路松原上る四丁目毘沙門町４４
番地５０

株式会社　リバージュ
代表取締役　高坂　梨香

簡易宿所 2008/6/12

ｂａｋｐａｋ　ＧＩＯＮ　Ｈｏｓｔｅｌ Higashiyama-ku 京都市東山区宮川筋二丁目２４４
眞野　小百合

簡易宿所 2008/6/25

花喜屋　別館 Higashiyama-ku 京都市東山区五条橋東六丁目５１０－３
片岡　永美

簡易宿所 2008/7/18

Ａ－ｙａｄｏ Higashiyama-ku
京都市東山区新門前通大和大路東入２丁目中之町
２４４－２　大高ビル３Ｆ

株式会社　さくら
代表取締役　浅井　政則

簡易宿所 2009/2/5

兆　ＫＩＺＡＳＨＩ　ＴＨＥ　ＳＵＩＴＥ Higashiyama-ku
京都市東山区祇園町北側２７５祇園くろちくビル３，４
階

株式会社　くろちく
代表取締役　黒竹　節人

旅館 2009/3/18

Ｍｕｍｅ Higashiyama-ku
京都市東山区新門前通大和大路東入三丁目梅本町
２６１

株式会社　Ｍｕｍｅ
代表取締役　柴田　尚子

簡易宿所 2009/4/8

三条白川ハウス Higashiyama-ku 京都市東山区梅宮町４７３－１５
河内バー　有子

簡易宿所 2009/4/13

民宿　竹たに Higashiyama-ku
京都市東山区下河原通八坂鳥居前下ル下河原町４
８０－２

百々　二三子
簡易宿所 2009/7/10

京都　東山三条　白川庵 Higashiyama-ku 京都市東山区白川筋三条下る梅宮町４７８
川嶋　正幸

簡易宿所 2009/11/6

薔風窓 Higashiyama-ku 京都市東山区清水四丁目１７０番地２７
杉本　尚美

簡易宿所 2009/12/8

ゲストハウス　楽座 Higashiyama-ku 京都市東山区宮川筋２丁目２５５番地
ルバキュエール　裕紀

簡易宿所 2010/1/4

Ｃａｅｄｅ　ＨｏｔｅｌＫｙｏｔｏ　Ｓａｎｊｏ Higashiyama-ku
京都市東山区三条通大橋東二町目53-1,53-2,53-
8,53-9,53-10,53-11,53-12

メトロポリタンプロパティ株式会社
代表取締役　近藤　順一

簡易宿所 2010/2/2

ゲストハウス田中家 Higashiyama-ku 京都市東山区宮川筋五丁目３５２番８
田中　民枝

簡易宿所 2010/2/15

増井家 Higashiyama-ku
京都市東山区大黒町通松原下る二丁目山城町２７８
番地４及び５

旅館 2010/6/11

桜香楽 Higashiyama-ku
京都市東山区三条通白川橋西入二筋目下る古川町
５４１－２

河内バー有子
簡易宿所 2010/8/26

ゲストハウス　京都しらかわ Higashiyama-ku
京都市東山区三条通白川筋西入土居ノ内町４６０－
１

藤原　俊則
簡易宿所 2010/9/13

ゲストハウス東山 Higashiyama-ku 京都市東山区今熊野南日吉町３０番地２２
山上　智也

簡易宿所 2010/10/25

54 ページ Higashiyama-ku



List of Accommodations/Facilities(31 May 2018) ※営業実態が確認できない施設は掲載していません。

Name of Accommodations/Facilities City Ward Address Name of Applicant
Type of
Accommodation

Date permission
was received

ことりや別館 Higashiyama-ku
京都市東山区三条通南裏白川筋西入三丁目南西海
子町４２６－１６

佐野　朋子
簡易宿所 2010/11/8

ゲストハウス山跡 Higashiyama-ku 京都市東山区五条橋東六丁目５３９の２３，２４
黄瀬　健造

簡易宿所 2010/11/19

ＨＯＴＥＬ　Ｒｅｉ Higashiyama-ku 京都市東山区宮川筋三丁目２７６番地
有限会社　一
代表取締役　雁行　勇

簡易宿所 2011/1/17

ぎおん　森庄 Higashiyama-ku
京都市東山区下河原通八坂鳥居前下る上弁天町４
３５番地６

森田　安洋
旅館 2011/2/16

知恩院　和順会館 Higashiyama-ku 京都市東山区新橋通大和大路東入林下町400番2
宗教法人　知恩院
代表役員　伊藤　唯眞

ホテル 2011/2/16

幸遊庵 Higashiyama-ku 京都市東山区小松町５６０番地２５
坂田　幸雅

簡易宿所 2011/3/14

京都東山　景山庵 Higashiyama-ku 京都市東山区三条通大橋東六丁目分木町７４番地
株式会社山光メディカル
代表取締役　野宇　知史

簡易宿所 2011/3/29

金太 Higashiyama-ku
京都市東山区新宮川町通松原下る西御門町４６２番
地

有限会社　レーヴ
代表取締役　西村　欣也

簡易宿所 2011/6/24

京宿家　月輪こはく庵 Higashiyama-ku 京都市東山区泉涌寺雀ヶ森町３番８
山田　滋彦

簡易宿所 2011/7/1

京都祇園　気楽　ｉｎｎ Higashiyama-ku
京都市東山区新門前通大和大路東入ル３丁目梅本
町２５１

浦崎　和彦
簡易宿所 2011/7/1

はる家 Higashiyama-ku
京都市東山区三条通白川橋西入二筋目下る古川町
５４２番４

株式会社はる家
代表取締役　小林　祐樹

簡易宿所 2011/9/28

京町家新道さくら庵 Higashiyama-ku
京都市東山区宮川筋蛭子図子下る宮川筋４丁目３１
９番５

株式会社八清
代表取締役　西村　孝平

簡易宿所 2011/10/14

吠陀 Higashiyama-ku
京都市東山区大和大路通松原下る二丁目薬師町２
３５番地

小野　晴久
簡易宿所 2011/10/19

弓矢小町 Higashiyama-ku 京都市東山区松原通大和大路東入弓矢町６７番地５
日髙　ルリ子

簡易宿所 2011/10/25

ＪＡＭ　ＨＯＳＴＥＬ　ＫＹＯＴＯＧＩＯＮ Higashiyama-ku 京都市東山区大和大路通四条上る常盤町１７０番地
株式会社池田商事
代表取締役　池田　千鶴子

簡易宿所 2012/1/26

京小宿八坂ゆとね Higashiyama-ku 京都市東山区下河原通高台寺下ル南町４１３番
株式会社京小宿
代表取締役　針谷　了

旅館 2012/2/7

Higashiyama-ku
京都市東山区松原通大和大路東入二丁目轆轤町１
０８－１，１０４－４

簡易宿所 2012/6/8

京宿家清水ろくしょう庵 Higashiyama-ku 京都市東山区八坂塔之下星野町９３番２０
宮原　一浩

簡易宿所 2012/8/9

石塀小路　龍吟 Higashiyama-ku 京都市東山区下河原町４６３－１２
株式会社畑中
代表取締役　畑中　誠司

簡易宿所 2012/8/17

Higashiyama-ku
京都市東山区新宮川町通松原下る西御門町４４０番
６

川内　宏章
簡易宿所 2012/9/5

沖のまちやど Higashiyama-ku
京都市東山区三条通白川橋西入ニ筋目下る古川町
５４２番地２

沖　卓史
簡易宿所 2012/9/5

Higashiyama-ku
京都市東山区古門前通大和大路東入三丁目古西町
３２４番１７

河内バー　有子
簡易宿所 2012/11/13
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京都花ホテル Higashiyama-ku 京都市東山区三条通大橋東二町目５３番地１
朝陽物産株式会社
代表取締役　太田　惠三

簡易宿所 2012/11/16

風良都東山 Higashiyama-ku 京都市東山区一橋野本町２９番地
株式会社フラット・エージェンシー
代表取締役　吉田　光一

簡易宿所 2012/11/19

Higashiyama-ku
京都市東山区下河原通八坂鳥居前下る西入清井町
４９３－１

株式会社サンラインズ
代表取締役　南　定雄

ホテル 2012/11/26

葵　八坂高台寺 Higashiyama-ku 京都市東山区八坂鳥居前南入清井町４８６番地５
株式会社葵
代表取締役　根岸　良子

簡易宿所 2012/11/26

清水　萬治郎 Higashiyama-ku 京都市東山区清水二丁目２０８番地１７
玉置　達也

簡易宿所 2012/12/18

Ｓａｎｔｉａｇｏ　Ｇｕｅｓｔｈｏｕｓｅ　Ｋｙｏｔｏ Higashiyama-ku 京都市東山区五条橋東六丁目５０３番地
株式会社ＴＯＵＫＩ
代表取締役　上田　洋平

簡易宿所 2013/3/29

結庵 Higashiyama-ku 京都市東山区宮川筋四条下ル宮川筋一丁目２３４
株式会社スターナビゲーション・
アソシエイツ　代表取締役　鳥居　聡

簡易宿所 2013/4/24

京宿家　有済はとば庵 Higashiyama-ku
京都市東山区古門前通大和大路東入元町３８２番地
１２

田中　隆之
簡易宿所 2013/5/14

アメニティーホテル Higashiyama-ku 京都市東山区清水四丁目１７１
株式会社ティー・エス・ケー
代表取締役　中谷　博

簡易宿所 2013/5/28

京宿家新道あずき庵 Higashiyama-ku
京都市東山区建仁寺町四条下る四丁目小松町５５７
番地１０

魚田　道夫
簡易宿所 2013/8/5

ゲストハウス京都しらかわ　別館堤町 Higashiyama-ku
京都市東山区三条南裏二筋目白川筋西入堤町５０８
番地１

藤原　俊則
簡易宿所 2013/10/15

ゲストハウス東山　じゃお Higashiyama-ku 京都市東山区今熊野南日吉町１４８－７５
山上　貴大

簡易宿所 2013/10/18

ステラ東山（Ｓｔｅｌｌａ東山） Higashiyama-ku 京都市東山区東大路五条下る慈法院庵町５８０－８
ステラ住宅販売株式会社
代表取締役　倉本　直樹

簡易宿所 2013/10/23

民宿　古梅川 Higashiyama-ku
京都市東山区三条通北裏白川筋西入ル２丁目東姉
小路町４１４－９

梅谷　千鶴子
簡易宿所 2013/10/25

清水五条　Ｍｏｍｉｊｉ Higashiyama-ku
京都市東山区大和大路通五条上る東入門脇町１８２
－３

ステイプルズ・アンドリュー
簡易宿所 2013/11/15

京宿家清水びろうど庵 Higashiyama-ku
京都市東山区下河原通八坂鳥居前下る下河原町４
７８番地４

小林　礼子
簡易宿所 2013/12/24

雅順 Higashiyama-ku
京都市東山区三条通白川橋東入三丁目夷町１６５番
地２

小寺　一郎
簡易宿所 2014/1/6

十宜屋 Higashiyama-ku
京都市東山区新門前通大和大路東入二丁目中之町
２４６番地

有限会社十宜屋
代表取締役　牟田　誠一朗

簡易宿所 2014/1/7

ぴーすはうす桜 Higashiyama-ku
京都市東山区大和大路通五条上る東入門脇町１８８
番地１，１９３番地１２

伊東　祐美子
簡易宿所 2014/1/14

清水三年坂 Higashiyama-ku
京都市東山区松原通大橋東四丁目清水二丁目２５７
－４，２５７－９

株式会社ゲストハウスイン
代表取締役　中村　淳

簡易宿所 2014/2/14

京都　Ｉｎｎ　東山 Higashiyama-ku 京都市東山区今熊野南日吉町30-21
山上　喜志夫

簡易宿所 2014/4/11

ＳＡＫＡＲＡ　白鶴　ＷｈｉｔｅＣｒａｎｅ　Ｍａｃ
ｈｉｙａ

Higashiyama-ku
京都市東山区白川筋東川端三条下る梅宮町473番
地

ＳＡＫＡＲＡ　ＫＹＯＴＯ株式会社
代表取締役　河内バー有子

簡易宿所 2014/5/1
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京宿家町家レジデンスイン新道せいじ
庵

Higashiyama-ku
京都市東山区大和大路通四条下る二丁目亀井町34
番4

服部　晴美
簡易宿所 2014/6/9

京の小宿　宮川町　よし井 Higashiyama-ku 京都市東山区宮川筋四丁目307-1，307-3
有限会社三晃商事
代表取締役　吉井　啓二

簡易宿所 2014/6/10

休兵衛 Higashiyama-ku
京都市東山区高台寺北門前通下河原東入鷲尾町
505-3

有限会社ジェイホッパーズ
代表取締役　飯田　章仁

簡易宿所 2014/6/12

壺中庵 Higashiyama-ku
京都市東山区下河原通高台寺門前下河原町463番
地32

株式会社壺中庵
代表取締役　原田　陽子

簡易宿所 2014/8/8

東山常松庵 Higashiyama-ku 京都市東山区東大路五条下ル慈法院庵町５９４番１
有限会社大門ガーデン
代表取締役　大門　美鈴

簡易宿所 2014/8/15

京の宿　三源　二年坂 Higashiyama-ku
京都市東山区高台寺南門通下河原東入桝屋町350
番地13

株式会社三源
代表取締役　本木　淳子

旅館 2014/8/20

清水町家イン Higashiyama-ku
京都市東山区下河原通八坂塔之前下る八坂上町
374-7

前坂　美穂
簡易宿所 2014/9/11

不頼庵　BRIAN Higashiyama-ku 京都市東山区弓矢町６７番地１６
レスタウロ有限会社
取締役　杉岡　勝人

簡易宿所 2014/10/17

花とうろ　Stay　八坂の塔 Higashiyama-ku
京都市東山区下河原通八坂塔之前下る八坂上町
374番地1

須賀商事株式会社
代表取締役　須賀　伸樹

簡易宿所 2014/10/23

華楽 Higashiyama-ku
京都市東山区三条通白川橋東入四丁目中之町２０７
番地４

株式会社　ひるまの不動産
代表取締役　比留間　章介

簡易宿所 2014/11/11

京都東山　ｈａｌｅてまり Higashiyama-ku 京都市東山区今道町２６４－４
Ｕｌｙｓｓｅｓ株式会社
代表取締役　松山　和樹

簡易宿所 2014/11/18

町家つばら Higashiyama-ku 京都市東山区五条通大和大路東入門脇町１８７番２
有限会社　アウトベルク
代表取締役　川勝　浩司

簡易宿所 2014/11/26

藏や　清水五条 Higashiyama-ku 京都市東山区五条橋東六丁目５００番地，５０１番地
株式会社　ライトワン
代表取締役　古川　亮太郎

簡易宿所 2014/12/8

カプセルホテル　ルーマプラザ Higashiyama-ku
京都市東山区祇園町南側５７５番地，５７４番地，５７
４番地１フジビル２階，３階

藤友商事株式会社
代表取締役　洪　明雄

簡易宿所 2014/12/9

三昧庵 Higashiyama-ku
京都市東山区大仏南門通大和大路東入二丁目新瓦
町東組６３１番地５

合田　正明
簡易宿所 2015/1/27

京小宿　古川みやび Higashiyama-ku 京都市東山区堤町５１２－１４
株式会社　清彩
代表取締役　髙野　佳玲

簡易宿所 2015/2/23

東山の宿　えんがわ Higashiyama-ku 京都市東山区五条橋東六丁目５１０番２５
李　文英

簡易宿所 2015/3/20

京都ゲストハウス　らんたん祇園 Higashiyama-ku 京都市東山区毘沙門町44-49
有限会社　トラベル応援社
代表取締役　柏原　淑琴

簡易宿所 2015/3/23

粟田庵 Higashiyama-ku 京都市東山区粟田口鍛冶町５－６
レスタウロ有限会社
取締役　杉岡　勝人

簡易宿所 2015/3/27

Higashiyama-ku
京都市東山区古門前通大和大路東入四丁目石橋町
３０５番地

西村　扶佐子
簡易宿所 2015/3/31

Ｍａｃｈｉｙａ　Ｌｉｌｙ Higashiyama-ku
京都市東山区鞘町通五条下る四丁目正面町３００番
地１

トレイシー　マーク　シャノン
簡易宿所 2015/4/13

布袋庵 Higashiyama-ku 京都市東山区本町十二丁目２２２番９
前田　一樹

簡易宿所 2015/4/15
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五条町家 Higashiyama-ku
京都市東山区耳塚通五条下る二丁目蛭子町北組２
６１番地７

オシュネー パトリック マークイヴ
簡易宿所 2015/5/14

六波羅屋 Higashiyama-ku 京都市東山区東大路五条上る西入竹村町１４７番地
研　佐千代

簡易宿所 2015/5/14

京都旅庵　然 Higashiyama-ku
京都市東山区三条通白川筋黒谷道西入柚之木町３
５６番地

株式会社　Ｋ‐ｃｕｂｅ
簡易宿所 2015/5/19

京都東山くるみ Higashiyama-ku
株式会社　ラフ
代表取締役　渡邉　幸生

簡易宿所 2015/5/22

和空間冨月 Higashiyama-ku
横山　幹子

簡易宿所 2015/5/26

ゲストハウス　トゥ・カサ Higashiyama-ku
京都市東山区宮川筋四条下る宮川筋八丁目４１４番
地４

阪本　貴洋
簡易宿所 2015/5/28

田中家別館 Higashiyama-ku 京都市東山区西御門町４６４番地１１
田中　真人

簡易宿所 2015/6/4

Higashiyama-ku
京都市東山区大和大路通四条下る四丁目小松町５
６３番地１５

有限会社　アナザー・ワールド
取締役　カーティスハーズ

簡易宿所 2015/6/10

うの庵 Higashiyama-ku 京都市東山区六波羅裏門通三盛町１７０番地１
蔵本　賢

簡易宿所 2015/6/18

三十三町家 Higashiyama-ku
京都市東山区大仏南門通大和大路東入三丁目南瓦
町７００番地４

オシュネー パトリック マークイヴ
簡易宿所 2015/7/3

京町家　古今 東山 Higashiyama-ku 京都市東山区正面通本町東入茶屋町５１７番地６
宮村　明子

簡易宿所 2015/7/10

きりは イン アンド カフェ Higashiyama-ku
京都市東山区大仏馬町通伏見街道東入五丁目常盤
町４５９番地１５

株式会社　桜士堂
代表取締役　木村　公一

簡易宿所 2015/7/15

清水町家 Higashiyama-ku
京都市東山区馬町通大和大路東入四丁目常盤町４
６０番地３

オシュネー パトリック マークイヴ
簡易宿所 2015/7/28

Ｍａｒｏ Ｈｏｕｓｅ Higashiyama-ku
京都市東山区五条通若宮八幡前南入慈法院庵町５
８９番地１５

アジアンエージェンシー合同会社
代表社員　福井　清高

簡易宿所 2015/8/4

東姉小路町家 Higashiyama-ku
京都市東山区三条通北裏白川筋西入二丁目東姉小
路町４１４番地

山梨　龍一
簡易宿所 2015/8/12

ゲストハウス　小さな町家の美術館
鶴屋定家

Higashiyama-ku
京都市東山区高台寺南門通下河原東入桝屋町349
番地23

定家　菜穂子
簡易宿所 2015/9/7

八坂翠仁花 Higashiyama-ku
京都市東山区下河原通八坂鳥居前下る上弁天町
428番地4

株式会社　小松法衣佛具店
代表取締役　上坊　晴樹

簡易宿所 2015/9/7

つき草庵 Higashiyama-ku
京都市東山区新宮川町通松原下る西御門町４４０番
地８

株式会社　エイジェーインターブリッジ
代表取締役　新木　弘明

簡易宿所 2015/9/9

そら（ＳＯＬＡ） Higashiyama-ku 京都市東山区大黒町通五条上る大黒町３０２番地９
合同会社　ＨＩＤＡＫＡ
代表社員　日髙　ルリ子

簡易宿所 2015/9/14

雪月花 Higashiyama-ku
京都市東山区新門前通大和大路東入四丁目松原町
２７２番地

特定非営利活動法人クリエーターズ・ジャパン
理事長　村岸　秀和

簡易宿所 2015/9/24

藏や　大和大路五条 Higashiyama-ku
京都市東山区大和大路通五条下る石垣町東側６２
番地

株式会社　ライトワン
代表取締役　古川　亮太郎

簡易宿所 2015/9/29

ザ・ビー京都三条 Higashiyama-ku 京都市東山区三条大橋東入二町目４９番地の１
株式会社イシン・キョウトヒガシヤマ・オペレーションズ
代表取締役　マイケル・ニギッチ

ホテル 2015/10/7
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ＭＡＲＯ ＨＯＵＳＥ ＡＮＮＥＸ Higashiyama-ku
京都市東山区渋谷通東大路東入常盤町４８２番地３
４

アジアンエージェンシー合同会社
代表社員　福井　清高

簡易宿所 2015/10/14

お宿清水七福 Higashiyama-ku 京都市東山区松原通広道東入清水四丁目172番地7
株式会社　アールアンドダブリュー
代表取締役　長澤　俊祐

簡易宿所 2015/10/20

京町家　天の川 Higashiyama-ku
京都市東山区三条通南四筋目白川筋西入稲荷町南
組５７５番地１２

石川　聖子
簡易宿所 2015/10/28

River East 七条 Higashiyama-ku 京都市東山区本町七丁目４２番地２
株式会社　ゲストハウスイン
代表取締役　中村　淳

簡易宿所 2015/10/28

Higashiyama-ku
京都市東山区大和大路通四条下る四丁目小松町５
６３番地２２

有限会社　アナザー・ワールド
取締役　カーティスハーズ

簡易宿所 2015/10/29

Higashiyama-ku
京都市東山区大和大路通四条下る四丁目小松町５
６３番地２２

有限会社　アナザー・ワールド
取締役　カーティスハーズ

簡易宿所 2015/10/29

大和大路の宿 Higashiyama-ku
京都市東山区大和大路通正面下る大和大路二丁目
５３７番地

株式会社　リンクアップ
代表取締役　今井　雅敏

簡易宿所 2015/11/16

プライベートレジデンス宮川町 Higashiyama-ku
京都市東山区新宮川町通松原下る西御門町４５１番
地１

レイバーランド有限会社
代表取締役　齋藤　勉

簡易宿所 2015/11/24

五条坂町家 Higashiyama-ku
京都市東山区馬町通大和大路東入五丁目下馬町４
９２番地７

オシュネー パトリック マークイヴ
簡易宿所 2015/11/24

Higashiyama-ku
京都市東山区智恩院古門前通大和大路東入三丁目
古西町３１９番地１５

久保田　敏裕
簡易宿所 2015/11/24

長屋（チョウヤ） Higashiyama-ku 京都市東山区五条橋東六丁目５８３番地５１
株式会社　オサダ
代表取締役　長田　孝子

簡易宿所 2015/12/22

ａｒｃ Higashiyama-ku 京都市東山区今熊野宝蔵町６番地８
長谷川　真弓

簡易宿所 2015/12/24

京都清水おかげ庵 Higashiyama-ku
京都市東山区大仏馬町伏見街道東入五丁目常盤町
４５９番地２３

株式会社　イー・エージェンシー
代表取締役　甲斐　真樹

簡易宿所 2016/1/12

京都清水の町家 和”NAGOMI” Higashiyama-ku
京都市東山区清水門前松原産寧坂西入清水四丁目
180番地3及び180番地4

株式会社　スターゲイトホテル
代表取締役　大久保　智司

簡易宿所 2016/1/12

京宿庵　なでしこ　白川 Higashiyama-ku
京都市東山区三条南二筋目白川筋西入二丁目南側
南木之元町５３９番地６

佐藤　寿
簡易宿所 2016/1/19

Theatre and Library Residence ‐Kyoto
Imagumano‐

Higashiyama-ku 京都市東山区今熊野南日吉町１４８番地５９
吉原　理江子

簡易宿所 2016/1/26

Sakaiya Apartment in Toufukuji Higashiyama-ku 京都市東山区福稲柿本町２２番地７　南側２階部分
株式会社　サカヰヤ
代表取締役　中出　光博

簡易宿所 2016/2/1

Higashiyama-ku
京都市東山区建仁寺町四条下る四丁目小松町５６３
番地１２

有限会社　アナザー・ワールド
取締役　カーティスハーズ

簡易宿所 2016/2/15

Higashiyama-ku
京都市東山区建仁寺町四条下る四丁目小松町５６３
番地１２

有限会社　アナザー・ワールド
取締役　カーティスハーズ

簡易宿所 2016/2/15

京都のお宿　侘助 Higashiyama-ku
京都市東山区耳塚通五条下る二丁目蛭子町北組２
６１番地１０

髙嶋　奈津子
簡易宿所 2016/2/19

本町新五丁目サウス Higashiyama-ku 京都市東山区本町新五丁目１６７番地６
株式会社　ルームマーケット
代表取締役　平野　準

簡易宿所 2016/2/22

本町新五丁目ノース Higashiyama-ku 京都市東山区本町新五丁目１６７番地５
木村　隆之

簡易宿所 2016/2/22
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ＳＯＭＥＲＳＥＴ 清水五条 Higashiyama-ku
京都市東山区問屋町通五条下る二丁目上人町４４３
番地１

株式会社　冨浪文華堂
代表取締役　冨浪　喜久子

簡易宿所 2016/2/25

梅ノ戸庵　知恩院 Higashiyama-ku
京都市東山区三条通南四筋目白川筋西入稲荷町南
組５７５番地１４

畑　尚樹
簡易宿所 2016/2/26

オリエント五条坂 Higashiyama-ku
京都市東山区五条橋東六丁目４９８番地１，４９８番
地２

株式会社ゲストハウスイン
代表取締役　中村　淳

簡易宿所 2016/2/29

ゲストハウス　青雲庵 Higashiyama-ku
京都市東山区智恩院古門前通大和大路東入三丁目
古西町３２３番地８

株式会社　日本の窓
代表取締役　ルガシ・アブラハム

簡易宿所 2016/3/1

０　ＣＡＦＥ＋ＩＮＮ Higashiyama-ku
京都市東山区大和大路通四条下る四丁目小松町５
６３番地１３　２階

築地　久
簡易宿所 2016/3/2

ゲストハウス　十一庵 Higashiyama-ku 京都市東山区六波羅裏門通三盛町１７０番地１０
株式会社　日本の窓
代表取締役　ルガシ・アブラハム

簡易宿所 2016/3/10

ゲストハウス　青竹庵 Higashiyama-ku 京都市東山区六波羅裏門通三盛町１７０番地９
株式会社　日本の窓
代表取締役　ルガシ・アブラハム

簡易宿所 2016/3/10

京いちご Higashiyama-ku 京都市東山区本町六丁目１１番地１
合同会社　京いちご
代表社員　本間　直人

簡易宿所 2016/3/10

柚の木庵 Higashiyama-ku
京都市東山区三条通白川筋黒谷道西入柚之木町３
５６番地

赤﨑　盛久
簡易宿所 2016/3/10

ゲストハウス　一葉庵 Higashiyama-ku
京都市東山区大和大路通四条下る四丁目小松町５
６４番地５２

北山貿易株式会社
代表取締役　李　文文

簡易宿所 2016/3/11

ゲストハウス　お地蔵屋 Higashiyama-ku
京都市東山区耳塚通五条下る二丁目蛭子町北組２
８２番地１

株式会社　日本の窓
代表取締役　ルガシ・アブラハム

簡易宿所 2016/3/14

京町家スイート利休 Higashiyama-ku
京都市東山区東大路通松原上る三丁目下弁天町61
番地4

西澤　徹生
簡易宿所 2016/3/14

Ｓｅｉｓｕｉｙａ Higashiyama-ku 京都市東山区本町二丁目８０番地１
Ｊｉｕｎ Ｈａｏ Ｎｅｏｈ

簡易宿所 2016/3/30

ゲストハウス　うさぎ・もみじ Higashiyama-ku 京都市東山区本町十二丁目２２２番地２
菅原　昭美

簡易宿所 2016/3/30

清水宿場 Higashiyama-ku 京都市東山区清水4丁目170番地4
田中　ちか子

簡易宿所 2016/3/30

清水二年坂寧々 Higashiyama-ku
京都市東山区高台寺南門通下河原東入桝屋町350
番地2

高橋　信也
簡易宿所 2016/4/7

大和大路 Ｖｉｅｗ Ｓｅｖｅｎ Higashiyama-ku
京都市東山区大和大路通正面下る大和大路一丁目
５３３番地８

平出　公一
簡易宿所 2016/4/7

Machiya Maya Gion Higashiyama-ku
京都市東山区建仁寺町四条下る四丁目小松町５６２
番地１１

Bradford Walters
簡易宿所 2016/4/15

青春画廊 Higashiyama-ku
京都市東山区大和大路通五条上る東入池殿町２１４
番地４

林　泰彦
簡易宿所 2016/4/15

祗園風香 Higashiyama-ku
京都市東山区大和大路通四条下る三丁目博多町８
２番地

塩見　希代
簡易宿所 2016/4/15

えにし東福寺 Higashiyama-ku 京都市東山区泉涌寺五葉ノ辻町7番地8
岡部　幸子

簡易宿所 2016/4/25

Higashiyama-ku
京都市東山区宮川筋四条下る二丁目宮川筋二丁目
２６７番地

河村建設株式会社
代表取締役　河村　芳雄

簡易宿所 2016/4/25
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悠々　IN　東山 Higashiyama-ku
京都市東山区馬町通本町東入八丁目上馬町539番
地2

桑田　梨沙
簡易宿所 2016/4/25

ゲストハウス　ＷＩＮＤ　ＶＩＬＬＡ Higashiyama-ku
京都市東山区七条通鞘町西入日吉町２２６番地２，２
２５番地３，２３２番地

岸　栄佑
簡易宿所 2016/4/28

ｇｉｏｎ　ｍｉｎａｍｉ　ｈｏｕｓｅ Higashiyama-ku
京都市東山区大和大路通四条下る三丁目博多町１
０４番地，１０５番地，１０５番地２，７２番地５

株式会社　三信工務店
代表取締役　中辻　明

簡易宿所 2016/4/28

Higashiyama-ku
京都市東山区新門前通大和大路東入四丁目松原町
２７６番地５

株式会社　都ハウジング
代表取締役　岡本　秀巳

簡易宿所 2016/4/28

ａｐｉａ☆七条 Higashiyama-ku
京都市東山区鞘町通正面下る上堀詰町２６５番地１
３

定家　菜穂子
簡易宿所 2016/5/11

ステラ東山アネックス Higashiyama-ku
京都市東山区渋谷通本町東入四丁目鐘鋳町５６６番
地２

ステラ住宅販売株式会社
代表取締役　倉本　直樹

簡易宿所 2016/5/11

アーバイン京都　清水五条 Higashiyama-ku 京都市東山区五条通大橋東入東橋詰町13番地
株式会社　ユキ・コーポレーション
代表取締役　中本　晴邦

簡易宿所 2016/5/12

京都東山えそら Higashiyama-ku
京都市東山区馬町通本町東入二丁目下新シ町３４０
番地

株式会社　ラフ
代表取締役　渡邉　幸生

簡易宿所 2016/5/12

東福寺町家 Higashiyama-ku 京都市東山区泉涌寺五葉ノ辻町15番地23
オシュネー　パトリック　マークイヴ

簡易宿所 2016/5/13

元町ゲストハウス Higashiyama-ku
京都市東山区古門前通大和大路東入元町３８２番地
４

光賴　幹
簡易宿所 2016/5/18

OINAI GUEST HOUSE 大黒町 Higashiyama-ku
京都市東山区大黒町通五条上る大黒町３０２番地１
０

株式会社　RCEM
代表取締役　黒木　幹雄

簡易宿所 2016/5/24

Higashiyama-ku
コーエン・ジョセフ・マーカス

簡易宿所 2016/5/24

京恋 Higashiyama-ku 京都市東山区大黒町通五条上る大黒町３０２番地３
アスター国際産業ソリューション株式会社
代表取締役　叶　婷婷

簡易宿所 2016/5/24

稲荷兔奈家 Higashiyama-ku 京都市東山区本町二十二丁目４９２番地４
株式会社　三川
代表取締役　王穎

簡易宿所 2016/5/26

蒔田町 chashitsu Higashiyama-ku
京都市東山区大仏南門通本町東入蒔田町５５４番地
５

株式会社　ルームマーケット
代表取締役　平野　準

簡易宿所 2016/5/26

ゲストハウス　けあげ Higashiyama-ku
京都市東山区三条通白川橋東入九丁目東小物座町
附属７１５番地１３

石田　秀樹
簡易宿所 2016/5/31

お宿　東福寺 Higashiyama-ku 京都市東山区福稲御所ノ内町７番地２９
福嶋　辰生

簡易宿所 2016/6/15

京宿家　新道あやめ庵 Higashiyama-ku
京都市東山区宮川筋四条下る宮川筋八丁目４１４番
地１

植木　博士
簡易宿所 2016/6/15

小松 Higashiyama-ku
京都市東山区建仁寺町四条下る四丁目小松町５６２
番地４

姜　茘雲
簡易宿所 2016/6/15

花禮 Higashiyama-ku
京都市東山区下河原通八坂鳥居前下る下河原町４
８９番地３

大石　展義
簡易宿所 2016/6/22

YASAKA HOUSE Higashiyama-ku
京都市東山区下河原通八坂鳥居前下る上弁天町４
２９番地１

Hugo Capital LLC合同会社
代表社員　クリスチャン・ランジェレ

簡易宿所 2016/6/27

ホテル　エムズイン東山 Higashiyama-ku
京都市東山区大和大路通四条下る四丁目小松町１
５９番地

株式会社　ホテルエムズ
代表取締役　村田　博司

簡易宿所 2016/6/27

61 ページ Higashiyama-ku



List of Accommodations/Facilities(31 May 2018) ※営業実態が確認できない施設は掲載していません。

Name of Accommodations/Facilities City Ward Address Name of Applicant
Type of
Accommodation

Date permission
was received

ルアナ　三十三間堂 Higashiyama-ku
京都市東山区大仏南門通本町東入蒔田町５４９番地
４

宮原　光司
簡易宿所 2016/7/4

えにし東福寺 Higashiyama-ku 京都市東山区泉涌寺五葉ノ辻町７番地８
えにし土地建物株式会社
代表取締役　野村　宜貫

簡易宿所 2016/7/6

Ｊａｓｍｉｎｅ清水 Higashiyama-ku
京都市東山区六波羅裏門通東入二丁目竹村町１５１
番地３２

マツムラトレーディング株式会社
代表取締役　松村　康史

簡易宿所 2016/7/7

Higashiyama-ku
京都市東山区大和大路通四条下る四丁目小松町５
６３番地７

南都株式会社
代表取締役　南都　昌弘

簡易宿所 2016/7/12

リーブル東福寺 Higashiyama-ku 京都市東山区福稲柿本町１２番地８
宮田　竜也

簡易宿所 2016/7/12

長閑庵 Higashiyama-ku
京都市東山区三条通南裏白川筋西入三丁目南西海
子町４２９番地４

株式会社　日本の窓
代表取締役　ルガシ・アブラハム

簡易宿所 2016/7/12

静か庵 Higashiyama-ku
京都市東山区三条通南裏白川筋西入三丁目南西海
子町４２９番地３

株式会社　日本の窓
代表取締役　ルガシ・アブラハム

簡易宿所 2016/7/12

Ｊｉｚｏ　Ｈｏｕｓｅ Higashiyama-ku 京都市東山区今熊野南日吉町３０番地８
山上　智也

簡易宿所 2016/7/15

Guest house Connection Chionin Higashiyama-ku
京都市東山区三条通南四筋目白川筋西入稲荷町南
組５７５番地１４

connections合同会社
代表社員　岡田　治樹

簡易宿所 2016/7/21

Kamo River 清水五条 Higashiyama-ku
京都市東山区鞘町通五条下る大阪町359番地1，859
番地2，362番地1，362番地2

株式会社　ゲストハウスイン
代表取締役　中村　淳

簡易宿所 2016/7/21

ＫＩＹＯＭＩＺＵ　ＶＩＬＬＡ Higashiyama-ku
京都市東山区大和大路通五条上る山崎町３８３番地
６

株式会社　レアル
代表取締役　児玉　舟

簡易宿所 2016/7/21

Ｖｉｌｌａ　ｓｏｕｎｄ　京音家 Higashiyama-ku
京都市東山区新宮川町通松原下る西御門町４４０番
地５

株式会社　サウンドソース
代表取締役　德武　智昭

簡易宿所 2016/7/25

苔庵 Higashiyama-ku
京都市東山区三条通白川橋東入二丁目西町151番
地10，11

株式会社　日本の窓
代表取締役　ルガシ・アブラハム

簡易宿所 2016/7/27

Kyoto Home 東福寺 Higashiyama-ku 京都市東山区本町十五丁目２７５番地１５
有限会社　マグ広告ドットコム
代表取締役　丸山　純孝

簡易宿所 2016/7/27

えん Higashiyama-ku 京都市東山区本町二丁目７０番地６
田中　良次

簡易宿所 2016/8/2

Kampong　House Higashiyama-ku 京都市東山区福稲柿本町２０番地７０
Lee Chiew Hong

簡易宿所 2016/8/5

ＪＡＰＡＮＩＮＧ ＨＯＴＥＬ 東山三条 Higashiyama-ku
京都市東山区唐戸鼻町５５０番地１，５５０番地２，５
５２番地１

株式会社　ガーネット
代表取締役　中野　拓磨

簡易宿所 2016/8/5

ＳＡＫＡＲＡ　白亀　Ｗｈｉｔｅ　Ｔｕｒｔｌｅ Higashiyama-ku
京都市東山区白川筋東川端三条下る梅宮町４７３番
地

ＳＡＫＡＲＡ　ＫＹＯＴＯ株式会社
代表取締役　河内バー有子

簡易宿所 2016/8/22

青瓷の庵　雨過天青 Higashiyama-ku 京都市東山区竹村町１５１番地２８，１５１番地２９
原口　拓

簡易宿所 2016/8/23

ねね庵 Higashiyama-ku
京都市東山区新門前通大和大路東入西之町２２２番
地

株式会社　シンキ
代表取締役　山本　真紀

簡易宿所 2016/8/26

宿彩　アートステイイン東福寺 Higashiyama-ku 京都市東山区福稲柿本町２４番地１
パウル　ナサニエル

簡易宿所 2016/8/26

ＧＵＥＳＴ　ＨＯＵＳＥ　ゆるり Higashiyama-ku
京都市東山区新橋大和大路東入三丁目林下町４３４
番地４

河野　晃三
簡易宿所 2016/9/1
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白川コテージ Higashiyama-ku
京都市東山区白川筋東川端三条下る梅宮町４７４番
地４，４７４番地５，４７４番地６，４７４番地７

株式会社　日本の窓
代表取締役　ルガシ・アブラハム

簡易宿所 2016/9/12

やすらぎ Higashiyama-ku
京都市東山区下河原通高台寺門前下河原町４７６番
地６

加藤　蓮姫
簡易宿所 2016/9/14

雅屋 Higashiyama-ku
京都市東山区大黒町通松原下る一丁目北御門町２
５８番地４

山田　新太朗
簡易宿所 2016/9/16

戸戸家　泉涌寺（CoCo House
Sennewji）

Higashiyama-ku 京都市東山区泉涌寺東林町２１番地２
株式会社　ＣＯＣＯ屋
代表取締役　山中　清

簡易宿所 2016/9/16

清水五条Ｎ邸 Higashiyama-ku 京都市東山区本町二丁目７４番地２
合同会社　うさぎの大家
代表社員　株式会社東京フィナンシャル会計事務所　東京都
渋谷区神山町１０番８号　職務執行者　能勢　元

簡易宿所 2016/9/20

おもてなし京都 Higashiyama-ku 京都市東山区松原通大和大路西入弓矢町９番地
株式会社　プログレス
代表取締役　奥村　拓

簡易宿所 2016/9/20

麻呂家　若宮八幡 Higashiyama-ku
京都市東山区五条坂若宮八幡南前下る慈法院庵町
５８９番地１８

アジアンエージェンシー合同会社
代表社員　福井　清高

簡易宿所 2016/9/20

ゲストハウス　ソイ Higashiyama-ku
京都市東山区渋谷通東大路東入二丁目下馬町５０９
番地２

株式会社　素居
代表取締役　植田　麻紀

簡易宿所 2016/9/26

Ｋｏｔｏｈａ　清水 Higashiyama-ku
京都市東山区五条橋東六丁目５３４番地１７，１８，東
大路通五条下る東音羽町５９９番地９，１３，１６，１
７，２１，６００番地３，４，５，９

株式会社　ゲストハウスイン
代表取締役　中村　淳

簡易宿所 2016/9/27

フォーシーズンズホテル＆ホテルレジ
デンス

Higashiyama-ku 京都市東山区妙法院前側町４４５番地３
ベルジャヤ京都ディベロップメント株式会社
代表取締役　リュウ・ケン・ウン

ホテル 2016/9/30

水蓮 Higashiyama-ku 京都市東山区一橋野本町２９番地７
申　史永

簡易宿所 2016/10/11

古門前荘 Higashiyama-ku
京都市東山区古門前通大和大路東入元町３８２番地
１

株式会社　Ｍ
代表取締役　武藤　雅浩

簡易宿所 2016/10/12

宮鴨庵 Higashiyama-ku
京都市東山区宮川筋四条下る宮川筋六丁目３７０番
地２，３７０番地９

岡山　文美
簡易宿所 2016/10/12

ＵＵ　ＨＯＵＳＥ・ＴＯＦＵＫＵＪＩ　優遊ハ
ウス・東福寺の家

Higashiyama-ku 京都市東山区福稲柿本町２０番地９２
株式会社　日本優遊
代表取締役　洪　介貞

簡易宿所 2016/10/12

ＳＡＮＺＥＮ－ＹＡ Higashiyama-ku
京都市東山区大和大路塩小路下る蒔田町５４９番地
７

木塚　幸代
簡易宿所 2016/10/12

六波羅Ｉｎｎ Higashiyama-ku
京都市東山区松原通大和大路東入二丁目轆轤町１
０１番地３６

松﨑　一博
簡易宿所 2016/10/18

白檮 Higashiyama-ku 京都市東山区本町十一丁目２１３番地２
橋本　寿子

簡易宿所 2016/10/18

松島屋（神宮道） Higashiyama-ku
京都市東山区三条通白川橋東入二丁目西町１４３番
地１

株式会社　パル
代表取締役　松島　正雄

簡易宿所 2016/10/18

ルマチヤ大黒町 Higashiyama-ku
京都市東山区大黒町通五条上る大黒町３０２番地１
３

ＴＹＨＮ株式会社
代表取締役　伊藤　大輔

簡易宿所 2016/10/18

京町家　叶う Higashiyama-ku
京都市東山区三条通南裏二筋目白川筋西入堤町５
１２番地６

ＫＡＮＡＵ合同会社
代表社員　玉城　勇人

簡易宿所 2016/10/18

梅の木庵 Higashiyama-ku
京都市東山区白川筋東川端三条下る梅宮町４７９番
地

赤﨑　盛久
簡易宿所 2016/10/26
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清水五条　墨継ぐ Higashiyama-ku 京都市東山区五条橋東二丁目３２番地１４
百瀬　茂

簡易宿所 2016/10/26

大和大路 Ｖｉｅｗ Ｓｅｖｅｎ Higashiyama-ku
京都市東山区大和大路通正面下る大和大路一丁目
５３３番地８

平出　公一
簡易宿所 2016/10/26

らいふ　東福寺 Higashiyama-ku 京都市東山区本町十丁目１８６番地２
株式会社　ライフ住宅販売
代表取締役　島本　猛男

簡易宿所 2016/10/31

祗園　龍泉 Higashiyama-ku
京都市東山区大黒町通松原下る北御門町２７２番地
４

株式会社　みらい図
代表取締役　島田　未来

簡易宿所 2016/11/1

Tara　House Higashiyama-ku 京都市東山区福稲柿本町２０番地２５
Lee Chiew Hong

簡易宿所 2016/11/4

Higashiyama-ku
京都市東山区大和大路通四条下る四丁目小松町５
７２番地８

株式会社　ガーネット
代表取締役　中野　拓磨

簡易宿所 2016/11/4

和み家　京都＿大和大路南座裏 Higashiyama-ku 京都市東山区大和大路通四条下る大和町１５番地１
早田　和仙

簡易宿所 2016/11/4

京の町　飛鳥 Higashiyama-ku
京都市東山区大和大路通五条下る三丁目下棟梁町
２１５番地４

株式会社　Ａｓｕｋａ飛鳥
代表取締役　汪　林丹

簡易宿所 2016/11/4

宿　京都　東山七条 Higashiyama-ku 京都市東山区七条通本町東入西之門町５６１番地９
山崎　智之

簡易宿所 2016/11/4

Ｍ＆Ｍ　ＭＡＣＨＩＹＡ　ＨＯＴＥＬ　ＴＯＦＵ
ＫＵＪＩ

Higashiyama-ku
京都市東山区本町十二丁目２２２番地１，２２２番地
４，２２２番地５，２２２番地６

株式会社　Ｍ＆Ｍコーポレーション
代表取締役　山内　俊明

簡易宿所 2016/11/4

ゲストハウス桜月 Higashiyama-ku
京都市東山区東大路通松原上る三丁目下弁天町６
３番地８

川島　憲幸
簡易宿所 2016/11/9

友鶴 Higashiyama-ku
京都市東山区三条通南裏二筋目白川筋西入堤町４
９９番地１

平塚　由美
簡易宿所 2016/11/9

清水ゲストハウス Higashiyama-ku
京都市東山区松原通広道東入清水四丁目１５０番地
３

株式会社　オリガミ
代表取締役　井上　智博

簡易宿所 2016/11/14

京都ぎおんの宿　ひー Higashiyama-ku
京都市東山区新門前通大和大路東入西之町２３１番
地

中央建物株式会社
代表取締役　養田　昌彦

簡易宿所 2016/11/14

京都ぎおんの宿　ふー Higashiyama-ku
京都市東山区新門前通大和大路東入西之町２３１番
地

中央建物株式会社
代表取締役　養田　昌彦

簡易宿所 2016/11/14

京都ぎおんの宿　みー Higashiyama-ku
京都市東山区新門前通大和大路東入西之町２３１番
地

中央建物株式会社
代表取締役　養田　昌彦

簡易宿所 2016/11/14

京都ぎおんの宿　よー Higashiyama-ku 京都市東山区新門前通大和大路西之町２３１番地
中央建物株式会社
代表取締役　養田　昌彦

簡易宿所 2016/11/14

JAPANING　HOTEL　東山東福寺 Higashiyama-ku 京都市東山区今熊野椥ノ森町４３番地，４５番地５
合同会社　大広商事
代表社員　水ノ上　重乃

簡易宿所 2016/11/14

お宿　三条町家 Higashiyama-ku 京都市東山区三条通大橋東二町目４８番地７
福嶋　辰生

簡易宿所 2016/11/14

宿彩　アートステイイン東福寺 Higashiyama-ku 京都市東山区福稲柿本町２４番地１
ｅｐｉｐｈａｎｙ株式会社
代表取締役　パウル・ナサニエル

簡易宿所 2016/11/14

Higashiyama-ku 京都市東山区松原通大和大路東入弓矢町４７番地
京都きよみず株式会社
代表取締役　松本　尚子

ホテル 2016/11/14

八重家　かねい町 Higashiyama-ku 京都市東山区馬町通本町東入鐘鋳町３９６番地１
八光地所株式会社
代表取締役　藤林　孝二郎

簡易宿所 2016/11/14
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Higashiyama-ku 京都市東山区松原通大和大路西入弓矢町２３番地
有限会社　ラクスイ
代表取締役　金谷　浩二

簡易宿所 2016/11/17

Ｖｉｌｌａ京（ＫＹＯ） Higashiyama-ku
京都市東山区三条通白川橋東入二丁目西町１５１番
地７

株式会社　ビジョン
代表取締役　宮本　隆明

簡易宿所 2016/11/17

京都東山　本町アパートメント Higashiyama-ku 京都市東山区本町九丁目１３６番地８
地引　功

簡易宿所 2016/11/17

BOOK AND BED TOKYO - KYOTO Higashiyama-ku
京都市東山区四条通大和大路西入中之町２００番地
カモガワビル９階

株式会社　アールストア
代表取締役　淺井　佳

簡易宿所 2016/11/21

京都　松や Higashiyama-ku 京都市東山区本町六丁目１５番地
松本　治之

簡易宿所 2016/11/22

ＲＥＳＩＳＴＡＹ 八坂の塔 Higashiyama-ku
京都市東山区八坂通下河原東入八坂上町３７４番地
３

株式会社　レジステイ
代表取締役　山越　悠登

簡易宿所 2016/11/30

一期一会 Higashiyama-ku 京都市東山区本町十四丁目２５４番地３
井上　大輝

簡易宿所 2016/12/7

雲・小月 Higashiyama-ku
京都市東山区松原通広道東入北入月輪町９６番地１
１

姜　荔雲
簡易宿所 2016/12/7

京都清風庵 Higashiyama-ku
京都市東山区新橋通大和大路東入三丁目林下町４
５２番地３

和田　壮
簡易宿所 2016/12/7

Ｉｎｎ　Ｋｅｅｐｅｒｓ　Ｈｏｕｓｅ　三十三間堂 Higashiyama-ku
京都市東山区大仏南門通大和大路東入三丁目本瓦
町６５６番地１７

株式会社　冨浪文華堂
代表取締役　冨浪　喜久子

簡易宿所 2016/12/7

ＧＩＯＮ　ＫＯＴＯ　ＨＯＳＴＥＬ Higashiyama-ku
京都市東山区祗園町北側３２９番地ＧＩＯＮＫＯＴＯビ
ル　４Ｆ

株式会社　プレゼンスプロパティー
代表取締役　堂本　浩司

簡易宿所 2016/12/9

ゲストハウス吉田屋 Higashiyama-ku
京都市東山区五条通建仁町西入五条橋東二丁目９
番地８

簡易宿所 2016/12/13

大黒天 Higashiyama-ku
京都市東山区大黒町通五条上る大黒町３０２番地１
２

株式会社　久々
代表取締役　久々　智子

簡易宿所 2016/12/13

鈴　三十三間堂 Higashiyama-ku
京都市東山区大和大路通七条南入二丁目辰巳町５
８８番地３

イシリンク合同会社
代表社員　何　兆基

簡易宿所 2016/12/20

鳥居屋　RiverSideKamogawa Higashiyama-ku 京都市東山区一橋野本町７９番地２
株式会社　トリイ
代表取締役　鳥居　浩樹

簡易宿所 2016/12/20

雪月花 Higashiyama-ku 京都市東山区大黒町通五条上る大黒町３０２番地２
株式会社　久々
代表取締役　久々　智子

簡易宿所 2016/12/20

ＨＩＧＡＳＨＩＹＡＭＡ　恵庵 Higashiyama-ku
京都市東山区渋谷通大和大路東入二丁目妙法院前
側町４２８番地２

株式会社　住宅計画
代表取締役　國本　浩志

簡易宿所 2016/12/27

京まる Higashiyama-ku
京都市東山区新宮川町通松原下る西御門町４５８番
地５

ストレフォード　パトリック
簡易宿所 2016/12/27

虹 Higashiyama-ku 京都市東山区福稲下高松町１２番地８
森本　飛虹

簡易宿所 2017/1/4

Ｋｙｏｔｏ　ｄｒｅａｍ　ｉｎｎ．　Ｇｉｏｎ Higashiyama-ku
京都市東山区古門前通大和大路東入三丁目古西町
３２４番地２０

有限会社京都夢設計
代表取締役　奥　マチ子

簡易宿所 2017/1/5

日和庵 Higashiyama-ku 京都市東山区馬町北門東入常盤町４６８番地１２
角田　まゆみ

簡易宿所 2017/1/5

ゲストハウス　天界 Higashiyama-ku
京都市東山区下河原通八坂鳥居前下る下河原町４
７３番地

株式会社　エニアックインターナショナル
代表取締役　松川　恵一

簡易宿所 2017/1/5
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Ｋｙｏｔｏ　Ｔｏｆｕｋｕｊｉ　ｉｎｎ－Ｎｉｓｈｉｏｐａ　ｈ
ｏｕｓｅ

Higashiyama-ku 京都市東山区本町十丁目１６１番地３
西岡　裕介

簡易宿所 2017/1/5

京宿家　清水りきゅう庵 Higashiyama-ku 京都市東山区中道通松原上る月輪町９６番地４
AML Japan　株式会社
代表取締役　梁　顯仁

簡易宿所 2017/1/5

Rinn Shichijo Ohashi Bridge Higashiyama-ku
京都市東山区鞘町通正面下る上堀詰町２６６番地，
２６７番地

株式会社　レアル
代表取締役　児玉　舟

簡易宿所 2017/1/12

京乃宿　鴨東 Higashiyama-ku 京都市東山区一橋宮ノ内町２番地１
有限会社　鴨東
代表取締役　桝井　喜美恵

旅館 2017/1/12

ＡＴＯ Higashiyama-ku
京都市東山区宮川筋松原上る宮川筋五丁目３２４番
地２

株式会社　アットトラスト
代表取締役　楊本　鵬樹

簡易宿所 2017/1/12

京のや　東福寺 Higashiyama-ku 京都市東山区福稲下高松町１１番地１１
有限会社　リーズ
代表取締役　成田　旭

簡易宿所 2017/1/12

三年坂庵 Higashiyama-ku
京都市東山区松原通大橋東四丁目清水二丁目２５７
番地５

株式会社　レーサム
代表取締役　田中　剛

簡易宿所 2017/1/16

「京蔵」東福寺ゲストハウス Higashiyama-ku 京都市東山区本町十丁目１７６番地７
株式会社　エルコーポレーション
代表取締役　杉本　圭司

簡易宿所 2017/1/31

Ｉｎａｒｉ　Ｉｎｎ Higashiyama-ku 京都市東山区稲荷町南組５７５番地２２
宮口　巳貴

簡易宿所 2017/1/31

ジャパニングホテル六波羅 Higashiyama-ku 京都市東山区六波羅裏門通三盛町１６８番地１
株式会社　のざわ
代表取締役　野澤　俊彦

簡易宿所 2017/2/2

Ruida House Higashiyama-ku
京都市東山区三条通南二筋目白川筋西入唐戸鼻町
５５５番地３

饗場　公治
簡易宿所 2017/2/2

稲荷院 Higashiyama-ku
京都市東山区大仏南門通大和大路東入二丁目南瓦
町７０７番地１

荻原　宏章
簡易宿所 2017/2/2

祇園金瓢 Higashiyama-ku
京都市東山区智恩院古門前通大和大路東入二丁目
三吉町３３５番地１

秋山　太平
簡易宿所 2017/2/13

熊野　Ｈｏｕｓｅ Higashiyama-ku 京都市東山区今熊野南日吉町１１９番地４
山上　智也

簡易宿所 2017/2/13

東山　龍 Higashiyama-ku 京都市東山区一橋野本町２１番地
東本　栄子

簡易宿所 2017/2/13

ＲＡＫ　ＫＩＹＯＭＩＺＵ Higashiyama-ku 京都市東山区轆轤町１１０番地１５４番
大野木　順哉

簡易宿所 2017/2/13

東山三条ゲストハウス Higashiyama-ku
京都市東山区三条通白川橋東入二丁目五軒町１０６
番地１

三浦　大喜
簡易宿所 2017/2/13

尚屋 Higashiyama-ku
京都市東山区大和大路通松原下る二丁目薬師町２
４６番地

山田　新太朗
簡易宿所 2017/2/20

ホルツバウ東山 Higashiyama-ku 京都市東山区宝福寺門前小島町１４４番地２３
株式会社　ゲストハウスイン
代表取締役　中村　淳

簡易宿所 2017/2/20

Ｈｉｇａｓｈｉｙａｍａ　Ｓａｍｕｒａｉ　Ｈｏｕｓｅ Higashiyama-ku
京都市東山区三条通白川橋東入四丁目中之町２１６
番地５

新開　宣也
簡易宿所 2017/2/27

星亭 Higashiyama-ku 京都市東山区八坂塔之下星野町９３番地１０
剣山ホスピタリティ株式会社
代表取締役　清水　英一

簡易宿所 2017/2/27

アズーロ・エレファンテ Higashiyama-ku
京都市東山区粟田口三条坊町３０番地２４，３０番地
６６

丸本　一敏
簡易宿所 2017/3/1
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ラオンイン祗園新門前 Higashiyama-ku
京都市東山区新門前通大和大路東入三丁目梅本町
２５０番地

ラオンイン株式会社
代表取締役　木村　恭宏

簡易宿所 2017/3/1

雅順粟田町屋 Higashiyama-ku
京都市東山区三条通白川橋東入三丁目中之町２０７
番地３

小寺　一郎
簡易宿所 2017/3/3

Higashiyama-ku 京都市東山区四条花見小路下る小松町５５５番地１
花とうろ株式会社
代表取締役　須賀　伸樹

ホテル 2017/3/3

Miyagawacho　House Higashiyama-ku
京都市東山区宮川筋四条下る宮川筋六丁目３６９番
地

Hugo　Capital　LLC合同会社
代表社員　クリスチャン　ランジェレ

簡易宿所 2017/3/13

月亭 Higashiyama-ku
京都市東山区東大路松原上る東入月輪町９６番地１
４

剣山ホスピタリティ株式会社
代表取締役　清水　英一

簡易宿所 2017/3/15

木下 Higashiyama-ku 京都市東山区八坂塔之下星野町８８番地５
木下　栄一

簡易宿所 2017/3/15

梅ノ戸庵　清水五条 Higashiyama-ku
京都市東山区大黒町通松原下る二丁目山城町２８２
番地１２

畑　尚樹
簡易宿所 2017/3/16

プチメゾン五条 Higashiyama-ku
京都市東山区新宮川町通五条上る田中町５０４番地
１７

奥村　由美
簡易宿所 2017/3/16

ＳＡＭＵＲＡＩ　Ｉｎｎ　侍家　Ｄｕ－Ｒａｎ
デュ・ラン

Higashiyama-ku
京都市東山区下河原通八坂鳥居前下る下河原町４
６３番地３１

林　登茂子
簡易宿所 2017/3/21

Higashiyama-ku
京都市東山区建仁寺町四条下る四丁目小松町１５７
番地

株式会社　ａｒａｋａ
代表取締役　田中　卓子

簡易宿所 2017/3/23

東山聚楽亭 Higashiyama-ku 京都市東山区本町新五丁目１４８番地１
株式会社　きど
代表取締役　城戸　孝昌

簡易宿所 2017/3/24

Rinn Tofukuji Riverside Higashiyama-ku 京都市東山区福稲御所ノ内町２番地２７，２番地２８
有限会社　栄山堂
代表取締役　岩月　傑

簡易宿所 2017/3/27

さくらＳＵＩＴＥ Higashiyama-ku
京都市東山区大和大路通四条上る常盤町１６１番地
６

株式会社　久々
代表取締役　久々　智子

簡易宿所 2017/3/27

京都　イン　ギオン Higashiyama-ku
京都市東山区東大路通新橋西入林下町４３５番地，
４３５番地２，４３５番地３

株式会社　京都インギオン
代表取締役　猪坂　光

ホテル 2017/3/29

祇園八坂ゲストハウスＳＡＹＡ Higashiyama-ku
京都市東山区四条通大和大路東入祇園町北側３２２
番地２

株式会社　京都は資産
代表取締役　増田　隆

簡易宿所 2017/4/10

雲・小坂 Higashiyama-ku
京都市東山区松原通広道東入北入月輪町９６番地１
０

株式会社　恒心堂
代表取締役　チャンシャオマン

簡易宿所 2017/4/11

京宿家　六原　そうこく庵 Higashiyama-ku
京都市東山区大和大路通五条上る東入池殿町２１１
番地７

株式会社　ティーエス・コーポレーション
代表取締役　三反田純一郎

簡易宿所 2017/4/11

お宿　七条 Higashiyama-ku 京都市東山区本町七丁目２７番地７藤木ハイツ２階
Ｔ－ａｃｃｏｍｍｏｄａｔｉｏｎ株式会社
代表取締役　福嶋　辰生

簡易宿所 2017/4/13

JAPANING　HOTEL　たつのや Higashiyama-ku 京都市東山区福稲柿本町１２番地１３
株式会社　ガーネット
代表取締役　中野　拓磨

簡易宿所 2017/4/19

ＳＨＩＢＡ　ｉｎｎ　Ｎａｎａｊｏ　３１５ Higashiyama-ku
京都市東山区大仏南門通大和大路東入三丁目本瓦
町６５９番地２奥田コーポ３１５号

ＳＨＩＢＡ　ＲＡＫＵ株式会社
代表取締役　シュラウド・ジェシー・ラッセル

簡易宿所 2017/4/24

ＳＨＩＢＡ　ｉｎｎ　Ｎａｎａｊｏ　３１６ Higashiyama-ku
京都市東山区大仏南門通大和大路東入三丁目本瓦
町６５９番地２奥田コーポ３１６号

ＳＨＩＢＡ　ＲＡＫＵ株式会社
代表取締役　シュラウド・ジェシー・ラッセル

簡易宿所 2017/4/24

京都　東山　ウィズ Higashiyama-ku
京都市東山区三条通白川橋東入５丁目東町２３３番
地２，２３５番地１

湧井　辰夫
簡易宿所 2017/4/25
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COTO 東福寺 Higashiyama-ku 京都市東山区本町十丁目１７６番地６
株式会社　古都
代表取締役　白岩　貢

簡易宿所 2017/4/26

京都和紙の宿　七十七　東山邸 Higashiyama-ku
京都市東山区三条通北裏白川筋東入堀池町３７９番
地２

株式会社　ホウジョウパートナーズ
代表取締役　田沼　豊寿

簡易宿所 2017/4/27

馬町町家 Higashiyama-ku 京都市東山区馬町北門東入常盤町４６８番地１３
株式会社　ピーアンドエー
代表取締役　オシュネーパトリックマークイヴ

簡易宿所 2017/4/28

スマイル庵　東山 Higashiyama-ku
京都市東山区三条通白川橋東入六丁目今道町２５７
番地１０

増田　大蔵
簡易宿所 2017/5/1

Ｆａｒ　Ｅａｓｔ　Ｍｉｙａｇａｗａ Higashiyama-ku
京都市東山区柿町通新宮川筋東入西川原町４８２番
地３

光賴ホールディングス合同会社
代表社員　光賴　幹

簡易宿所 2017/5/1

Kanon House Higashiyama-ku
京都市東山区大和大路通七条下る二丁目辰巳町５
８８番地９

マコベル　イタイ
簡易宿所 2017/5/1

粟田口　宇庵　風 Higashiyama-ku 京都市東山区粟田口鍛冶町６番地
葭屋株式会社
代表取締役　中村　美紀

簡易宿所 2017/5/10

粟田口　宇庵　月 Higashiyama-ku 京都市東山区粟田口鍛冶町６番地
葭屋株式会社
代表取締役　中村　美紀

簡易宿所 2017/5/10

粟田口　宇庵　花 Higashiyama-ku 京都市東山区粟田口鍛冶町６番地
葭屋株式会社
代表取締役　中村　美紀

簡易宿所 2017/5/10

京の宿 千鶴別邸 Higashiyama-ku 京都市東山区清閑寺霊山町５番地２１
山野　範明

簡易宿所 2017/5/10

梵居・Love stage Higashiyama-ku
京都市東山区三条通南裏白川筋西入三丁目南西海
子町４４３番地，４４３番地３，４４３番地４，４４３番地
５

蘇　律
簡易宿所 2017/5/11

鈴　泉涌寺 Higashiyama-ku 京都市東山区泉涌寺雀ケ森町４番地６
株式会社　レアル
代表取締役　児玉　舟

簡易宿所 2017/5/11

東山　窯陽 Higashiyama-ku
京都市東山区五条通若宮八幡前南入慈法院庵町５
８９番地８

北山貿易株式会社
代表取締役　李　文文

簡易宿所 2017/5/11

常盤庵 Higashiyama-ku
京都市東山区大仏馬町伏見街道東入五丁目常盤町
４８１番地１４

株式会社　ＣＶ
代表取締役　内田　雅裕

簡易宿所 2017/5/15

紡　東福寺南門 Higashiyama-ku
京都市東山区本町通五条下る本町十八丁目３８３番
地３

株式会社エース企画
代表取締役　長谷川　進

簡易宿所 2017/5/16

宵椿 Higashiyama-ku
京都市東山区大仏南門通大和大路東入三丁目本瓦
町６５６番地１３

株式会社浅井事務所
代表取締役　浅井　慶三

簡易宿所 2017/5/31

泊まり木 Higashiyama-ku 京都市東山区泉涌寺五葉ノ辻町２０番地２
浪越　進一

簡易宿所 2017/5/31

弁天東 Higashiyama-ku
京都市東山区下河原通八坂鳥居前下る上弁天町４
３１番地３

株式会社　シマ屋
代表取締役　塩尻　明夫

簡易宿所 2017/5/31

栄助屋 Higashiyama-ku
京都市東山区松原通大和大路東入二丁目轆轤町１
１０番地６

イーショーンゴー
簡易宿所 2017/6/1

ＫＹＯＢＵ東山 Higashiyama-ku
京都市東山区三条通白川橋東入五丁目東町２２７番
地９

株式会社　沖潮開発
代表取締役　沖潮　吉績

簡易宿所 2017/6/7

京　毘沙門の宿 Higashiyama-ku
京都市東山区広道通松原上る四丁目毘沙門町４６
番地１０

株式会社　Ｃｏｎｎｅｃｔ
代表取締役　上嶋　史朗

簡易宿所 2017/6/12
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ＲＥＳＩＳＴＡＹ　ＧＩＯＮ Higashiyama-ku
京都市東山区大和大路通三条下る二丁目新五軒町
１９１番地

株式会社　ＫＡＳＨＩＲＯ
代表取締役　木場　信行

簡易宿所 2017/6/12

京町家 祇園 叶う Higashiyama-ku 京都市東山区祇園町南側５７０番地５１
ＫＡＮＡＵ合同会社
代表社員　玉城　勇人

簡易宿所 2017/6/13

つねよし庵 Higashiyama-ku 京都市東山区本町八丁目６７番地１
石井　喜代子

簡易宿所 2017/6/14

小町家 Higashiyama-ku
京都市東山区三条通白川橋西入二筋目下る古川町
５４３番地２

株式会社　小町家
代表取締役　田中　正恵

簡易宿所 2017/6/14

お宿　東福寺２ Higashiyama-ku 京都市東山区福稲御所ノ内町７番地２８
T-accommodation株式会社
代表取締役　福嶋　辰生

簡易宿所 2017/6/22

K's home Sanjusangendo Higashiyama-ku 京都市東山区本町八丁目７６番地１１
株式会社　Ｋ’ｓホーム
代表取締役　大島　清孝

簡易宿所 2017/6/26

華楽 Higashiyama-ku
京都市東山区三条通白川橋東入四丁目中之町２０７
番地４

葛　岚
簡易宿所 2017/6/26

Higashiyama-ku
京都市東山区新橋通大和大路東入林下町４３６番地
４

株式会社　レアル
代表取締役　児玉　舟

簡易宿所 2017/6/26

Kyomachiya　Ulala-an Higashiyama-ku
京都市東山区大和大路通五条上る山崎町３３４番地
３

株式会社　プレゼンス
代表取締役　堂本　知恵

簡易宿所 2017/6/29

東福寺　町家　inn　桜と月 Higashiyama-ku 京都市東山区本町十六丁目３０５番地
有限会社　栄山堂
代表取締役　岩月　傑

簡易宿所 2017/6/29

京都　ＨＯＳＴＥＬ　ＧＬＯＩＲＥ　清水寺 Higashiyama-ku 京都市東山区六波羅裏門通東入竹村町１４５番地
株式会社　永晃
代表取締役　和田　全弘

簡易宿所 2017/7/3

藏や　下梅屋町 Higashiyama-ku
京都市東山区大和大路通五条下る二丁目東入下梅
屋町１５７番地

アールスクウェア株式会社
代表取締役　志水　龍

簡易宿所 2017/7/3

京都グランベルホテル Higashiyama-ku 京都市東山区大和大路通四条下る大和町２７番地
株式会社　グランベルホテル
代表取締役　安野　洋

ホテル 2017/7/3

八坂の塔　ぼんぼり庵 Higashiyama-ku
京都市東山区下河原通八坂塔之前下る八坂上町３
７４番地１０

株式会社　ウィズダムサーチ
代表取締役　重川　達治

簡易宿所 2017/7/4

京宿家　粟田げっぱく庵 Higashiyama-ku
京都市東山区三条通白川橋東入五丁目東町２２４番
地４

株式会社　ティーエス・コーポレーション
代表取締役　三反田　純一郎

簡易宿所 2017/7/10

東山ききょう亭 Higashiyama-ku 京都市東山区泉涌寺東林町２０番地６
合同会社　プルミエエステート
代表社員　山本　圭介

簡易宿所 2017/7/10

レジステイ清水 Higashiyama-ku
京都市東山区八坂通下河原東入八坂上町３７３番地
２

株式会社　ＫＡＳＨＩＲＯ
代表取締役　木場　信行

簡易宿所 2017/7/10

京町家雅　梅林庵 Higashiyama-ku
京都市東山区清水門前松原産寧坂西入清水四丁目
１７２番地２０

合同会社　オフィスあずさ
代表社員　根岸　俊光

簡易宿所 2017/7/11

京町家雅　松風庵 Higashiyama-ku
京都市東山区清水門前松原産寧坂西入清水四丁目
１７２番地２０

合同会社　オフィスあずさ
代表社員　根岸　俊光

簡易宿所 2017/7/11

枕流居 Higashiyama-ku
京都市東山区建仁寺町四条下る四丁目小松町５６４
番地３１

株式会社　三川
代表取締役　王　穎

簡易宿所 2017/7/11

５　ＳＴＡＲ　東福寺 Higashiyama-ku 京都市東山区今熊野椥ノ森町１１番地３１
株式会社　トラストエージェント
代表取締役　神谷　学

簡易宿所 2017/7/18

Ｇｉｏｎ　ＨＡＮＮＡ　ＳＴＡＹ Higashiyama-ku 京都市東山区三条通大橋東二町目５０番地３
株式会社　京成商事
代表取締役　安田　敏明

簡易宿所 2017/7/18
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レジステイ東山三条 Higashiyama-ku 京都市東山区三条通大橋東入三町目２５番地５
株式会社　ＫＡＳＨＩＲＯ
代表取締役　木場　信行

簡易宿所 2017/7/20

Higashiyama-ku
番地

株式会社　ＫＡＳＨＩＲＯ
代表取締役　木場　信行

簡易宿所 2017/7/20

三間堂 Higashiyama-ku
京都市東山区大和大路通七条下る三丁目上池田町
５４６番地３

株式会社　英
代表取締役　平井　友貴

簡易宿所 2017/7/21

da Vinci glow Higashiyama-ku 京都市東山区五条橋東六丁目５１０番地１１
野村　安規子

簡易宿所 2017/7/25

川　ｓｅｎ Higashiyama-ku
京都市東山区三条通白川橋東入五軒町１０６番地１
７

株式会社　高台寺和久傳
代表取締役　桑村　祐子

簡易宿所 2017/7/25

ＨＯＴＥＬ　ＥＴＨＮＯＧＲＡＰＨＹ　祇園新
門前

Higashiyama-ku
京都市東山区新門前通大和大路東入西之町２１９番
地２

株式会社　ＣＩＰ
代表取締役　粟津原　茂人

ホテル 2017/7/31

増井家　東山 Higashiyama-ku
京都市東山区大黒町通松原下る一丁目北御門町２
５８番地５

増井　基二
簡易宿所 2017/8/2

ＧＯＺＡＮ Higashiyama-ku
京都市東山区三条通大橋東入三町目３５番地７，３７
番地４

株式会社　グローバル・ホテルマネジメント
代表取締役　上田　裕彦

ホテル 2017/8/8

和む　結 Higashiyama-ku
京都市東山区大黒町通松原下る一丁目北御門町２
５８番地９

米田　義二郎
簡易宿所 2017/8/8

祇園　紘 Higashiyama-ku
京都市東山区下河原通八坂鳥居前下る下河原町４
７５番地

馬場　紘之信
簡易宿所 2017/8/8

映月（ＥＡＳＴ） Higashiyama-ku
京都市東山区三条白川橋二筋目下る西入北木之元
町５２０番地１

栁川　和司
簡易宿所 2017/8/10

映月（ＷＥＳＴ） Higashiyama-ku
京都市東山区三条白川橋二筋目下る西入北木之元
町５２０番地１０

栁川　和司
簡易宿所 2017/8/10

きょうの宿　茶碗坂 Higashiyama-ku 京都市東山区五条橋東六丁目５８３番地７０　２階
仁田　圭信

簡易宿所 2017/8/14

Ｔｓｕｋｉｎｏｗａｃｈｏ　Ｈｏｕｓｅ Higashiyama-ku 京都市東山区東大路松原上る東入月輪町９５番地８
ＫＵＤＡＮ　ＦＩＮＡＮＣＥ＆ＣＯＮＳＵＬＴＡＮＴＳ　株式会社
代表取締役　青木　圭子

簡易宿所 2017/8/14

祗園　つるや Higashiyama-ku
京都市東山区知恩院古門前大和大路東入四丁目石
橋町２９５番地５

祗園内藤工務店株式会社
代表取締役　内藤　朋博

簡易宿所 2017/8/16

Rinn Gion Bishamon Higashiyama-ku
京都市東山区広道通松原上る四丁目毘沙門町４４番地２
４，大和大路通四条下る四丁目小松町６２６番地

株式会社　レアル
代表取締役　児玉　舟

簡易宿所 2017/8/22

櫞舎　隠三十三間堂 Higashiyama-ku
京都市東山区馬町通妙法院北門前妙法院前側町４
２９番地１２

ＳＴＡＲＳＧＲＯＵＰ株式会社
代表取締役　任　琰

簡易宿所 2017/8/30

八坂半 Higashiyama-ku 京都市東山区八坂塔之下星野町９３番地８
株式会社　ジェイ・メディック
代表取締役　石原　敏男

簡易宿所 2017/9/4

京都　清水の家　小松町１１－４１ Higashiyama-ku
京都市東山区大和大路通四条下る四丁目小松町１
１番地４１

田村　広純
簡易宿所 2017/9/4

Higashiyama-ku
京都市東山区大和大路通四条下る四丁目小松町５
７２番地２

株式会社　三井不動産ホテルマネジメント
代表取締役　足立　充

ホテル 2017/9/5

京都　イン　ギオン　２号館 Higashiyama-ku
京都市東山区広道通松原上る四丁目毘沙門町４６番地７，
４６番地８，４６番地９，４６番地１３，４６番地１４

株式会社京都インギオン
代表取締役　猪坂　光

ホテル 2017/9/6

ゲストハウス　宮川町花かんざし Higashiyama-ku
京都市東山区新宮川町通松原下る西御門町４６２番
地

株式会社　ＺＥＮＮＡ
代表取締役　駒井　靖

簡易宿所 2017/9/11
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三条しらかわ小路 Higashiyama-ku 京都市東山区粟田口三条坊町３２番地２，３２番地９
みやこエステート株式会社
代表取締役　原田　詔石

簡易宿所 2017/9/20

ＫＹＯＢＵ　茶わん坂 Higashiyama-ku 京都市東山区五条橋東六丁目５８３番地１２２
株式会社　沖潮開発
代表取締役　沖潮　吉績

簡易宿所 2017/9/20

清水いにしえ庵 Higashiyama-ku 京都市東山区五条橋東六丁目５３９番地４５
萩原　律子

簡易宿所 2017/9/20

ＫＹＯＭＡＣＨＩＹＡ－ＳＵＩＴＥ　ＲＩＫＹＵ Higashiyama-ku
京都市東山区東大路通松原上る三丁目下弁天町６
１番地４

株式会社ニシザワステイ
簡易宿所 2017/9/20

マチヤド東山 Higashiyama-ku 京都市東山区六波羅裏門通東入多門町１５７番地１
ＴＹＨＮ株式会社
代表取締役　伊藤　大輔

簡易宿所 2017/9/22

Ｅｎｓｏ－ａｎ Higashiyama-ku
京都市東山区東大路通渋谷上る東入常盤町４８２番
地９

パジェ　ヤニック
簡易宿所 2017/9/22

Higashiyama-ku 京都市東山区三条通大橋東二町目４８番地５
有限会社万殿建設
代表取締役　万殿　慎二

簡易宿所 2017/9/26

Kyoto Hotel Shichijo - Yusuke house Higashiyama-ku 京都市東山区鞘町通七条上る下堀詰町２４１番地２
西岡　裕介

簡易宿所 2017/10/10

古都韻　Ｋｏｔｏ　Ｉｎｎ Higashiyama-ku
京都市東山区三条通北裏白川筋東入堀池町３７３番
地１８

コスグローブ・デイビッド・マーク
簡易宿所 2017/10/10

ＧＩＯＮ　ＨＯＵＳＥ Higashiyama-ku
京都市東山区大和大路通四条下る四丁目小松町５
６１番地１９

Ｊａｐａｎ　Ｅｘｐｅｒｉｅｎｃｅ株式会社
代表取締役　森　昌子

簡易宿所 2017/10/11

京蔵東山七条 Higashiyama-ku
京都市東山区正面通本町東入茶屋町５１４番地，５１
４番地１

サワディ地所株式会社
代表取締役　福井　正順

簡易宿所 2017/10/11

ＩＭＡＮＯ　ＫＹＯＴＯ　ＫＩＹＯＭＩＺＵ　ＨＯ
ＳＴＥＬ

Higashiyama-ku
京都市東山区五条通大和大路東入五丁目梅林町５
６３番地１１

ＡＢアコモ株式会社
代表取締役　阿部　裕二

簡易宿所 2017/10/17

無限の息 Higashiyama-ku 京都市東山区八坂鳥居前清井町４８４番地２
株式会社恒心堂
代表取締役　チャンシャオマン

簡易宿所 2017/10/24

鴨屋旅館 Higashiyama-ku
京都市東山区大和大路通七条下る三丁目上池田町
５４６番地１，５４６番地２

有限会社鴨東
代表取締役　桝井　貴美恵

旅館 2017/10/27

Ｋｙｏｔｏ　Ｒｉｖｅｒｓｉｄｅ　Ｍａｃｈｉｙａ Higashiyama-ku 京都市東山区福稲柿本町２０番地７５
ｅｐｉｐｈａｎｙ株式会社
代表取締役　パウル・ナサニエル

簡易宿所 2017/10/27

Higashiyama-ku 京都市東山区大和大路四条下る大和町１６番地１
ラオンイン株式会社
代表取締役　木村　恭宏

簡易宿所 2017/11/2

祗園式音庵白川別邸 Higashiyama-ku
京都市東山区新門前通大和大路東入２丁目中之町
２４８番地８

株式会社式音庵
代表取締役　室谷　景子

簡易宿所 2017/11/2

ＡＲＴ　ＭＯＮ　ＺＥＮ　ＫＹＯＴＯ Higashiyama-ku 京都市東山区古門前通大和大路東入元町３９１番地
有限会社茶道具なかにし
取締役　中西　輝之

ホテル 2017/11/7

ＲＣ　ＨＯＴＥＬ　ＫＹＯＴＯ　ＹＡＳＡＫＡ Higashiyama-ku 京都市東山区八坂通下河原東入八坂上町３７０番地
水口　貴之

ホテル 2017/11/7

ホテルアルザ京都 Higashiyama-ku
京都市東山区大和大路通三条下る三丁目弁財天町
３３番地，３４番地

株式会社アイベル
代表取締役　玉野　由靖

ホテル 2017/11/7

門前
Higashiyama-ku

京都市東山区古門前通大和大路東入三吉町３５０番
地

株式会社ＣＩＰ
代表取締役　粟津原　茂人

ホテル 2017/11/7

ゲストハウス葵 Higashiyama-ku 京都市東山区福稲御所ノ内町７番地１１
キラリ国際合同会社
代表社員　鐘　真理子

簡易宿所 2017/11/7
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鈴　八坂高台寺 Higashiyama-ku
京都市東山区広道通松原上る三丁目下弁天町６３
番地８

株式会社レアル
代表取締役　児玉　舟

簡易宿所 2017/11/7

宮川町　江晃庵 Higashiyama-ku
京都市東山区新宮川町通松原下る西御門町４６８番
地

笹谷　誠吾
簡易宿所 2017/11/7

麗閣清水五条 Higashiyama-ku
京都市東山区五条通大和大路東入門脇町１８７番地
９

クオ　智美
簡易宿所 2017/11/7

麗閣八坂 Higashiyama-ku
京都市東山区大和大路通四条下る四丁目小松町５
６９番地６

クオ　智美
簡易宿所 2017/11/7

ｉｅ ｌｉｆｅⓇ東山　１ Higashiyama-ku 京都市東山区今熊野椥ノ森町１０番地７　１階
清水　奬介

簡易宿所 2017/11/9

ｉｅ ｌｉｆｅⓇ東山　２ Higashiyama-ku 京都市東山区今熊野椥ノ森町１０番地７　２，３階
清水　奬介

簡易宿所 2017/11/9

Higashiyama-ku
京都市東山区新橋通大和大路東入二丁目橋本町４
０５番地１５

株式会社ウイング
代表取締役　竹本　邦臣

簡易宿所 2017/11/16

ゲストハウス紅林 Higashiyama-ku
京都市東山区大和大路通四条下る団栗図子上る井
手町２０２番地４

鎮星株式会社
代表取締役　孔　維博

簡易宿所 2017/11/21

京都八坂の町家　和“ＮＡＧＯＭＩ” Higashiyama-ku 京都市東山区八坂鳥居前清井町４８９番地４
株式会社スターゲイトホテル
代表取締役　大久保　智司

簡易宿所 2017/11/21

京町家ゑびす Higashiyama-ku
京都市東山区新道通団栗下る二丁目下柳町１７７番
地５，１７７番地６

奥西　智子
簡易宿所 2017/11/28

京町屋　花の宿　華代 Higashiyama-ku 京都市東山区一橋野本町６１番地２１
松本　英嗣

簡易宿所 2017/11/29

清水小路　坂のホテル京都 Higashiyama-ku 京都市東山区清水四丁目２００番地
株式会社ホテルニューアワジ
代表取締役　木下　学

ホテル 2017/11/29

Ryvi Hostel Kiyomizu Higashiyama-ku 京都市東山区清閑寺池田町２番地１７
有限会社ハウジングリィビィ
取締役　岸本　吉弘

簡易宿所 2017/12/4

ＫＹＯＴＯ　ＳＴＡＴＩＯＮ　ＲＩＶＥＲＳＩＤＥ　Ｉ
ＮＮ

Higashiyama-ku 京都市東山区一橋野本町８７番地２１
株式会社昌久
代表取締役　黒田　昌資

簡易宿所 2017/12/5

ＨＯＴＥＬ　ＭＡＴＥＲＩＡＬ Higashiyama-ku
京都市東山区三条通白川橋東入四丁目中之町２１０
番地４

株式会社沖潮開発
代表取締役　沖潮　吉績

簡易宿所 2017/12/7

鈴　東福寺　福稲 Higashiyama-ku 京都市東山区福稲御所ノ内町２番地１８
山崎　則広

簡易宿所 2017/12/8

京恋　花見小舎 Higashiyama-ku 京都市東山区六波羅裏門通東入多門町１５７番地６
アスター国際産業ソリューション株式会社
代表取締役　叶　婷婷

簡易宿所 2017/12/11

鈴　東福寺鴨川 Higashiyama-ku 京都市東山区福稲柿本町１６番地２２
楊　暁玲

簡易宿所 2017/12/11

ゲストハウス雅順　別館 Higashiyama-ku
京都市東山区三条通白川橋東入三丁目夷町１６６番
地２

小寺　一郎
簡易宿所 2017/12/25

慶有魚・祇園 Higashiyama-ku
京都市東山区大和大路通四条下る四丁目小松町５
７２番地７

株式会社慶有魚
代表取締役　ウー・ツォンホォエ

簡易宿所 2017/12/25

Ｋｙｏｔｏ　Ｓｔａｙ・ＳＡＫＵＲＡ　清水八重 Higashiyama-ku
京都市東山区馬町通大和大路東入る八丁目上馬町
５２１番地２

Ｓｔａｙ　ＪＡＰＡＮ株式会社
代表取締役　髙橋　誠一

簡易宿所 2017/12/25

Higashiyama-ku
京都市東山区下河原通八坂鳥居前下る上弁天町４
４５番地１

株式会社レアル
代表取締役　児玉　舟

簡易宿所 2017/12/27
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Higashiyama-ku
京都市東山区下河原通八坂鳥居前下る上弁天町４
４５番地７

株式会社レアル
代表取締役　児玉　舟

簡易宿所 2017/12/27

慶有魚・清水 Higashiyama-ku
京都市東山区松原通広道東入北入月輪町９６番地１
３

株式会社慶有魚
代表取締役　ウー・ツォンホォエ

簡易宿所 2017/12/28

「和」　～ＮＡＧＯＭＩ～ Higashiyama-ku 京都市東山区一橋野本町９４番地４２，８７番地２９
クレビアス株式会社
代表取締役　深澤　和重

簡易宿所 2018/1/9

伏見稲荷ゲストハウス　快 Higashiyama-ku 京都市東山区本町二十二丁目４９２番地１４
村上　敬子

簡易宿所 2018/1/11

ＣＯＴＯ京都清水１ Higashiyama-ku
京都市東山区馬町通妙法院北門前妙法院前側町４
２７番地４６

株式会社古都
代表取締役　石井　光一

簡易宿所 2018/1/24

カエル－Ｋａｅｒｕ Higashiyama-ku
京都市東山区五条通若宮八幡前南入慈法院庵町５
８９番地６

林　玲瓊
簡易宿所 2018/1/30

千家　絢爛（けんらん） Higashiyama-ku 京都市東山区一橋野本町９４番地４４
株式会社Ｈｏｕｓｅｌｉｆｅ
代表取締役　張　雯雯

簡易宿所 2018/2/1

清水庵 Higashiyama-ku
京都市東山区今熊野北日吉町４番地８，今熊野阿弥
陀ケ峰町９番地６

木村　有紀子
簡易宿所 2018/2/13

三福 Higashiyama-ku 京都市東山区五条橋東六丁目５１６番地２
株式会社関西リアルティ
代表取締役　進藤　大輔

簡易宿所 2018/2/20

京町家雅　清水別邸 Higashiyama-ku
京都市東山区松原通広道東入清水四丁目１７２番地
１１

合同会社オフィスあずさ
代表社員　根岸　俊光

簡易宿所 2018/2/21

美盧梅宮町邸 Higashiyama-ku
京都市東山区白川筋東川端三条下る梅宮町４７３番
地８

日本ビジネスコンサルティング株式会社
代表取締役　仲馬　佳男

簡易宿所 2018/2/23

京の嵐　山崎 Higashiyama-ku
京都市東山区大和大路通五条上る山崎町３２９番
地，３２９番地１

株式会社心の宿
代表取締役　紀　暁暘

簡易宿所 2018/2/27

侍邸　京都清水 Higashiyama-ku
京都市東山区大仏馬町伏見街道東入五丁目常盤町
４６８番地１３

株式会社トマルバ
代表取締役　芦野　貴大

簡易宿所 2018/2/27

民宿　加茂川苑 Higashiyama-ku 京都市東山区宮川筋四丁目３１４番地
安田　八千代

旅館 2018/2/27

美築　八坂 Higashiyama-ku 京都市東山区八坂鳥居前南入清井町４９２番地
京都美築株式会社
代表取締役　姚　紅

簡易宿所 2018/2/27

Ｖｉｌｌａ　Ｔｏｙｏｕｒａ－Ｃｏｃｏｏｎ Higashiyama-ku
京都市東山区鞘町通五条下る三丁目豊浦町３４６番
地１

ＡＭＬ　Ｊａｐａｎ株式会社
代表取締役　梁　顯仁

簡易宿所 2018/2/27

Ｖｉｌｌａ　Ｔｏｙｏｕｒａ－Ｈｅｒｒｉｎｇｂｏｎｅ Higashiyama-ku
京都市東山区鞘町通五条下る三丁目豊浦町３４６番
地２

ＡＭＬ　Ｊａｐａｎ株式会社
代表取締役　梁　顯仁

簡易宿所 2018/2/27

Ｖｉｌｌａ　Ｔｏｙｏｕｒａ－Ｚｅｎ Higashiyama-ku
京都市東山区鞘町通五条下る三丁目豊浦町３４６番
地３

ＡＭＬ　Ｊａｐａｎ株式会社
代表取締役　梁　顯仁

簡易宿所 2018/2/27

京都橘屋　祇園六波羅 Higashiyama-ku
京都市東山区松原通大和大路東入二丁目轆轤町１
２４番地１６

フィデスホーム株式会社
代表取締役　赤尾　聖久

簡易宿所 2018/2/28

京都ひまわり清水寺 Higashiyama-ku 京都市東山区八坂塔之下星野町８８番地１３
株式会社ＴＥＹＡＮＧ　ＴＥＣＨ
代表取締役　洪　守賛

簡易宿所 2018/3/6

出雲荘 Higashiyama-ku
京都市東山区六波羅裏門通南二丁目門脇町１９２番
地

吴　瓊玲
簡易宿所 2018/3/6

宿ルＫＹＯＴＯ　鏡ノ宿 Higashiyama-ku
京都市東山区五条通大和大路東入門脇町１８７番地
５

クラウドリアルティ３号合同会社
代表社員　鬼頭　武嗣

簡易宿所 2018/3/13
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宮川小町 Higashiyama-ku
京都市東山区大黒町通松原下る二丁目山城町２７８
番地１５

日高　ルリ子
簡易宿所 2018/3/13

ＴＥＲＲＡＣＥ　ＫＩＹＯＭＩＺＵ　ＫＹＯＴＯ Higashiyama-ku
京都市東山区東大路通五条上る遊行前町５８３番地
３

株式会社やまだや
代表取締役　山田　憲子

簡易宿所 2018/3/20

八坂郷 Higashiyama-ku
京都市東山区大和大路通四条下る博多町１０１番地
８　２階

株式会社洛
代表取締役　王　穎

簡易宿所 2018/3/20

Ｒｉｎｎ　Ｇｉｏｎ　Ｎａｗａｔｅ Higashiyama-ku
京都市東山区大和大路通三条下る三丁目弁財天町
２３番地

株式会社レアル
代表取締役　児玉　舟

簡易宿所 2018/3/22

雲井　清水 Higashiyama-ku
京都市東山区渋谷通東大路東入三丁目瓦役町５１２
番地３

株式会社雲井
代表取締役　尚　英强

簡易宿所 2018/3/22

東山清水　友庵 Higashiyama-ku 京都市東山区宝福寺門前小島町１４４番地８
友田　琢也

簡易宿所 2018/3/26

ＪＱ　Ｖｉｌｌａ　Ｋｙｏｔｏ　Ｙａｓｕｉｓｏ Higashiyama-ku
京都市東山区広道通松原上る四丁目毘沙門町３７
番地

合同会社ランドマークリアルエステート
代表社員　種村　真

簡易宿所 2018/3/26

Ｔ　ＨＯＵＳＥ　やましろ Higashiyama-ku
京都市東山区大黒町通松原下る二丁目山城町２８２
番地１４

山本　里佳
簡易宿所 2018/3/27

紡・清水霊山町 Higashiyama-ku 京都市東山区清閑寺霊山町５番地２３
本吉　聖

簡易宿所 2018/3/27

Ｒｉｎｎ　Ｋｉｙｏｍｉｚｕ　Ｇｏｊｏ Higashiyama-ku 京都市東山区宮川筋七丁目３９２番地，３９５番地
株式会社レアル
代表取締役　児玉　舟

簡易宿所 2018/3/27

喜の屋 Higashiyama-ku 京都市東山区五条橋東六丁目５３４番地２０
周　悦

簡易宿所 2018/4/2

Kyoto　Guesthouse　Kamogawa　East Higashiyama-ku 京都市東山区本町八丁目７６番地２
山形商事有限会社
取締役　山形　有司

簡易宿所 2018/4/2

京恋　清水茶寮 Higashiyama-ku
京都市東山区大和大路通五条上る東入門脇町１８５
番地９

アスター国際産業ソリューション株式会社
代表取締役　叶　婷婷

簡易宿所 2018/4/2

祇園八坂庵 Higashiyama-ku 京都市東山区八坂塔之下星野町９３番地９
株式会社ｇＧ
代表取締役　杉原　雅裕

簡易宿所 2018/4/10

ＪＡＰＡＮＩＮＧ　ＨＯＴＥＬ　清水五条 Higashiyama-ku
京都市東山区大和大路通五条下る二丁目上梅屋町
１６４番地１

株式会社ボイルドエッグ
代表取締役　佐々木　優也

簡易宿所 2018/4/13

ＪＡＰＡＮＩＮＧ　ＨＯＴＥＬ　東山七条 Higashiyama-ku 京都市東山区本町六丁目１７番地２
株式会社ボイルドエッグ
代表取締役　佐々木　優也

簡易宿所 2018/4/13

竹林京舎 Higashiyama-ku 京都市東山区馬町通本町東入北棟梁町３１２番地４
盧　二松

簡易宿所 2018/4/13

ＲＥＳＩＳＴＡＹ祇園きよみず八坂庵 Higashiyama-ku 京都市東山区八坂塔之下星野町９３番地５
株式会社ＥＫプレイス
代表取締役　奥　誠一

簡易宿所 2018/4/18

東山　仁 Higashiyama-ku 京都市東山区本町十丁目１９３番地
東本　栄子

簡易宿所 2018/4/18

橼舎　隠清水 Higashiyama-ku
京都市東山区五条橋東六丁目５３８番地３４　１階，２
階

ＳＴＡＲＳＧＲＯＵＰ株式会社
代表取締役　任　琰

簡易宿所 2018/4/18

ジチェン１ Higashiyama-ku 京都市東山区清閑寺池田町３５番地１１
吉　承

簡易宿所 2018/4/19

ジチェン２ Higashiyama-ku 京都市東山区清閑寺池田町３５番地１０
吉　承

簡易宿所 2018/4/19
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Ｒｉｎｎ　Ｈｉｇａｓｈｉｙａｍａ　Ｓａｎｊｏ Higashiyama-ku
京都市東山区三条通南三筋目西入進之町５９２番地
１

株式会社レアル
代表取締役　児玉　舟

簡易宿所 2018/4/19

ＨＡＮＮＡＲＩ　清水五条 Higashiyama-ku
京都市東山区六波羅裏門通東入二丁目竹村町１４６
番地

金子　成和
簡易宿所 2018/4/20

曼　東福寺壱　ＩＣＨＩ Higashiyama-ku 京都市東山区福稲御所ノ内町７番地１８
株式会社凛
代表取締役　藤井　由美

簡易宿所 2018/4/20

京の町　白凰 Higashiyama-ku 京都市東山区福稲下高松町４番地７
株式会社Ａｓｕｋａ飛鳥
代表取締役　汪　林丹

簡易宿所 2018/4/26

ヴィラ京都　三年坂 Higashiyama-ku
京都市東山区松原通大橋東四丁目清水二丁目２５７
番地１６

山形商事有限会社
取締役　山形　有司

簡易宿所 2018/4/26

鳥居屋　River Side Kamogawa Higashiyama-ku 京都市東山区一橋野本町７９番地２
株式会社Ｈｏｓｔｙ
代表取締役　山口　博生

簡易宿所 2018/4/26

鈴　宮川町　椿 Higashiyama-ku
京都市東山区宮川筋四条下る宮川筋六丁目３７１番
地

株式会社レアル
代表取締役　児玉　舟

簡易宿所 2018/4/26

ルアナ東山 Higashiyama-ku
京都市東山区三条白川筋西三筋南入高畑町５９８番
地３

宮原　光司
簡易宿所 2018/5/7

紡・清水五条 Higashiyama-ku
京都市東山区鞘町通五条下る二丁目大阪町３８５番
地１，３８７番地１

ｗａ５合同会社
代表社員　菊地　祈次

簡易宿所 2018/5/7

ゲストハウス　モンシェリ Higashiyama-ku
京都市東山区新橋通大和大路東入二丁目橋本町３
８２番地

株式会社ＪＩＫＳＯＯ
代表取締役　大山　直樹

簡易宿所 2018/5/7

粟田口　宇庵　星　空 Higashiyama-ku 京都市東山区粟田口鍛冶町６番地１，６番地２
葭屋株式会社
代表取締役　中村　美紀

簡易宿所 2018/5/11

Ｍａｉｋｏ－ｈａｎ　ｉｎｎ　Ｋｙｏｔｏ Higashiyama-ku 京都市東山区泉涌寺五葉ノ辻町２０番地２
えにし土地建物株式会社
代表取締役　野村　宜貫

簡易宿所 2018/5/14

ひなや五条 Higashiyama-ku 京都市東山区五条橋東四丁目４４８番地
株式会社ひなや
代表取締役　伊豆蔵　直人

簡易宿所 2018/5/14

慶有魚　東山 Higashiyama-ku
京都市東山区六波羅裏門通東入二丁目竹村町１４８
番地３

株式会社慶有魚
代表取締役　ウー・ツォンホォエ

簡易宿所 2018/5/14

Ｇｕｅｓｔ　ｈｏｕｓｅ　Ｊｙｕｎ　Ｔｏｕｆｕｋｕｊｉ Higashiyama-ku 京都市東山区泉涌寺東林町１０番地３
植田　純生

簡易宿所 2018/5/14

京都祇園貸切宿　毘沙門 Higashiyama-ku
京都市東山区広道通松原上る四丁目毘沙門町４４
番地９３

杜　春宏
簡易宿所 2018/5/15

ｋｙｏｔｏ　ｄｒｅａｍ　ｉｎｎ　Ｋｉｙｏｍｉｚｕ－ｄｅｒａHigashiyama-ku 京都市東山区五条橋東六丁目５３９番地８
株式会社イエローカメラ
代表取締役　藤村　祥子

簡易宿所 2018/5/17

加茂禅 Higashiyama-ku
京都市東山区六波羅裏門通東入二丁目竹村町１５１
番地３５

加茂　敏枝
簡易宿所 2018/5/17

レジステイ　弘庵　別邸 Higashiyama-ku
京都市東山区宮川筋四条下る宮川筋五丁目３２９番
地２

有限会社ヴィラ三和
取締役　宮本　紫

簡易宿所 2018/5/21

さきぞうヴィラ　京都神宮道三条 Higashiyama-ku
京都市東山区三条通白川橋東入二丁目西町１５１番
地１

サキゾーネットワーク株式会社
代表取締役　田村　元起

簡易宿所 2018/5/21

Ｋｉｙｏｍｉｚｕ　Ｇａｒｄｅｎ　Ｌｕｘｅ Higashiyama-ku 京都市東山区五条橋東六丁目５３８番地１４　１階
日本収益不動産株式会社
代表取締役　井上　雄玄

簡易宿所 2018/5/24

Ｋｉｙｏｍｉｚｕ　Ｇａｒｄｅｎ　Ａｎｎｅｘ Higashiyama-ku 京都市東山区五条橋東六丁目５３８番地１４　２階
日本収益不動産株式会社
代表取締役　井上　雄玄

簡易宿所 2018/5/24
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旅館　ラパジュリア Yamashina-ku 京都市山科区大塚中溝59
株式会社　王朝
代表取締役　松山　将視

旅館 1980/9/17

旅館　ホテル　オリーブ Yamashina-ku 京都市山科区上花山坂尻107-16
株式会社　花山
代表取締役　朝倉　応水

旅館 1980/12/16

ホテル　パルコ Yamashina-ku 京都市山科区上花山坂尻107-14
浅井興業　株式会社
代表取締役　浅井　美和

旅館 1985/2/8

ホテルブライトンシティ京都山科 Yamashina-ku 京都市山科区安朱桟敷町23番地
株式会社ブライトンコーポレーション
代表取締役　吉岡　滋泰

ホテル 1998/9/7

ホテル　キュテラ Yamashina-ku 京都市山科区東野中井ノ上町１３－３２，１３－３３
有限会社　ヴァンピーロ
代表取締役　川畑　十志枝

ホテル 2007/7/26

料亭　わらびの里 Yamashina-ku 京都市山科区小山中島町２８番地
わらびの里株式会社
代表取締役　田中　慶治

簡易宿所 2011/6/24

和ノ蔵 Yamashina-ku 京都市山科区大塚高岩2-42
山上　智也

簡易宿所 2014/6/23

京都おこしやすHOUSE　NISHIMURA Yamashina-ku 京都市山科区大宅中小路町61-71F
西村　充子

簡易宿所 2016/1/13

三条御陵　梅ノ戸庵 Yamashina-ku 京都市山科区御陵大津畑町５３番地７
畑　尚樹

簡易宿所 2016/12/28

Yamashina-ku 京都市山科区四ノ宮山田町１１番地１２ 簡易宿所 2017/1/24

香翠 Yamashina-ku 京都市山科区御陵鴨戸町５１番地１
合同会社ＴＥＢＡＮＤ
代表社員　寺本　龍一

簡易宿所 2017/2/27

ＣＯＺＹ Yamashina-ku
京都市山科区東野中井ノ上町１番地２５　ＳＡＫＩＺＯ
東野ビル２Ｆ

株式会社　ワイマックス
代表取締役　渡辺　勤

簡易宿所 2017/4/17

ゲストハウス一期一会　北花山 Yamashina-ku 京都市山科区北花山中道町３５番地７５，３５番地７７
有限会社　京滋エルシーホーム
代表取締役　井上　大輝

簡易宿所 2017/7/31

ひな Yamashina-ku 京都市山科区御陵鴨戸町５１番地１
合同会社　ＴＥＢＡＮＤ
代表社員　寺本　龍一

簡易宿所 2017/8/28

ヴィラ　一期一会　蹴上 Yamashina-ku 京都市山科区日ノ岡夷谷町２１番地４１
有限会社　京滋エルシーホーム
代表取締役　井上　大輝

簡易宿所 2017/9/19

ヒルズ　イン　京都東山 Yamashina-ku 京都市山科区御陵岡ノ西町７５番地４
岡村　知忠

簡易宿所 2017/9/20

乃斯（ナイス） Yamashina-ku 京都市山科区竹鼻地蔵寺南町３番地１
陳　美瓊

簡易宿所 2017/11/9

ｇｉｎａ　ｈｏｕｓｅ　ｋｙｏｔｏ Yamashina-ku 京都市山科区竹鼻地蔵寺南町２番地１
有限会社Ｋ．グロース
取締役　金岡広成

簡易宿所 2017/11/21

四季の宿 Yamashina-ku
京都市山科区竹鼻竹ノ街道町４４番地４（家屋番号４
４番４の３）

世古　明子
簡易宿所 2018/2/14

京都小町庵 Yamashina-ku 京都市山科区小野荘司町１番地１７
中川　信男

簡易宿所 2018/3/5
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川嶋旅館 Shimogyo-ku
京都市下京区綾小路通柳馬場西入綾材木町２０７
番地の２

川嶋　健義
旅館 1943/10/21

新潟屋旅館 Shimogyo-ku 京都市下京区六条通室町東入東魚屋町224
福野　康雄

旅館 1949/6/30

花ノ戸 Shimogyo-ku 京都市下京区木屋町通松原上る美濃屋町182
別所　多鶴子

旅館 1949/7/15

株式会社　鶴清 Shimogyo-ku 京都市下京区木屋町通五条上る下材木町451
株式会社　鶴清
代表取締役　田中　義久

旅館 1951/11/29

高松屋 Shimogyo-ku 京都市下京区花屋町通東中筋西入学林町294
滝澤　弘

旅館 1952/2/8

安本旅館 Shimogyo-ku 京都市下京区油小路通北小路上る玉本町189
安本　守

旅館 1952/11/12

たん熊　本家 Shimogyo-ku 京都市下京区東木屋町通仏光寺下る和泉屋町168
株式会社　たん熊　本家
代表取締役　栗栖　熊三郎

旅館 1954/5/4

だいや Shimogyo-ku
京都市下京区下珠数屋町通東洞院東入西玉水町
292

株式会社大弥
代表取締役　稲田　浩行

旅館 1956/4/16

お宿にわ Shimogyo-ku 京都市下京区不明門通上珠数屋町下る亀町2
菱川　義浩

簡易宿所 1957/6/19

富山県詰所 Shimogyo-ku 京都市下京区上珠数屋町通烏丸東入高槻町337
布目　純子

簡易宿所 1958/6/21

京の宿　北海館　お花坊 Shimogyo-ku 京都市下京区不明門通下珠数屋町上る卓屋町66-2
株式会社　北海舘
代表取締役　小西　晴夫

旅館 1958/12/19

有限会社　栄家 Shimogyo-ku 京都市下京区木屋町通高辻上る和泉屋町170
有限会社　栄家
代表取締役　竹内　雅文

旅館 1959/2/10

株式会社　日本館 Shimogyo-ku
京都市下京区烏丸通七条下る西入東塩小路町696-
1

株式会社　日本館
代表取締役　加藤　邦嘉

旅館 1959/2/18

有限会社　たき川旅館　本館 Shimogyo-ku 京都市下京区東洞院通花屋町下る富田町365
有限会社　たき川旅館本館
代表取締役　滝川　敦之

旅館 1959/3/19

株式会社　井筒安旅館 Shimogyo-ku 京都市下京区東洞院通下珠数屋町上る笹屋町272
株式会社　井筒安旅館
代表取締役　井筒　安次郎

旅館 1959/7/4

ふじわら Shimogyo-ku 京都市下京区木屋町通仏光寺下る和泉屋町170-1
藤原　節子

旅館 1964/7/31

京都タワーホテル Shimogyo-ku 京都市下京区烏丸通七条下る東塩小路町721-1
京阪ホテルズ＆リゾーツ株式会社
代表取締役　稲地　利彦

ホテル 1964/9/5

砺波詰所 Shimogyo-ku 京都市下京区不明門通万年寺下る高槻町361
株式会社　砺波詰所
代表取締役　加藤　平次郎

簡易宿所 1964/9/11

旅館　ホテル佐野家 Shimogyo-ku
京都市下京区東洞院通七条下る二丁目東塩小路町
539

株式会社　佐野家
代表取締役　佐野　喜一郎

旅館 1967/6/3

花屋 Shimogyo-ku 京都市下京区西木屋町通四条下る船頭町201
久保田　アイ子

旅館 1967/11/21

田村 Shimogyo-ku 京都市下京区上之町1-14
田村　隆

簡易宿所 1968/9/25

田鶴 Shimogyo-ku 京都市下京区木屋町通松原上る美濃屋町179-1
株式会社　田鶴
代表取締役　田中　克典

旅館 1969/8/30

豊栄 Shimogyo-ku 京都市下京区西新屋敷上之町124
豊永　昌子

旅館 1971/12/24
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飛騨詰所 Shimogyo-ku 京都市下京区正面通東洞院西入廿人講町21
西村　太枝

簡易宿所 1974/6/25

旅館　銀閣 Shimogyo-ku 京都市下京区不明門通七条下る東塩小路町709
株式会社　銀閣
代表取締役　森　明子

旅館 1974/9/5

たき川旅館　別館 Shimogyo-ku 京都市下京区東洞院通花屋町下る富田町368-2
有限会社　たき川旅館本館
代表取締役　滝川　敦之

旅館 1975/9/9

中島家 Shimogyo-ku 京都市下京区高倉通仏光寺上る西前町３６９番地
芝田　民子

旅館 1976/4/1

ひふみ旅館 Shimogyo-ku 京都市下京区不明門通七条下る東塩小路町711
ひふみ　有限会社
代表取締役　籠　幸枝

旅館 1976/6/16

京家 Shimogyo-ku 京都市下京区不明門通塩小路上る東塩小路町717
有限会社　京家旅館
代表取締役　大友　篤

旅館 1976/10/29

旅館　京都ホワイトホテル Shimogyo-ku 京都市下京区東洞院通七条下る東塩小路町556
有限会社　苅安製箱
代表取締役　苅安　秀雄

旅館 1977/1/5

やまと旅館 Shimogyo-ku 京都市下京区朱雀正会町15
小松　基純

旅館 1977/7/22

わじまや旅館 Shimogyo-ku 京都市下京区上珠数屋町通不明門東入高槻町339
田畠　昭

旅館 1979/8/21

旅館　ホワイトハウス Shimogyo-ku
京都市下京区東洞院通塩小路下る東入東塩小路町
564-1

苅安　マサ子
旅館 1979/8/22

京都センチュリーホテル Shimogyo-ku 京都市下京区東洞院通七条下る東塩小路町680
京阪ホテルズ＆リゾーツ株式会社
代表取締役　稲地　利彦

ホテル 1981/3/12

京都新阪急ホテル Shimogyo-ku
京都市下京区塩小路通新町東入ル東塩小路町５７
９

株式会社　阪急阪神ホテルズ
代表取締役　藤本　和秀

ホテル 1981/6/25

旅館　京花 Shimogyo-ku
京都市下京区下珠数屋町通東洞院東入西玉水町
285

井上　月就
旅館 1981/8/13

からすま京都ホテル Shimogyo-ku
京都市下京区烏丸通綾小路下る二帖半敷町652番
地

株式会社　京都ホテル
代表取締役　福永　法弘

ホテル 1983/10/11

藤家旅館 Shimogyo-ku 京都市下京区不明門通七条下る東塩小路町735
内藤　儀照

旅館 1984/6/19

旅館　四条ホテル Shimogyo-ku 京都市下京区西木屋町通四条下る船頭町231
日下部興業　株式会社
代表取締役　山田　一弘

旅館 1985/2/8

京都タワーホテルアネックス Shimogyo-ku 京都市下京区新町通七条下る東塩小路町595-1
京阪ホテルズ＆リゾーツ株式会社
代表取締役　稲地　利彦

ホテル 1985/3/22

リバーサイド高瀬 Shimogyo-ku 京都市下京区木屋町通上ノ口上る聖真子町172-1
井上　月就

簡易宿所 1985/4/27

（株）松本旅館 Shimogyo-ku
京都市下京区塩小路通烏丸西入東塩小路町５７９
番地

株式会社　松本旅館
代表取締役　松本　嘉男

旅館 1985/6/27

有限会社　観光旅館　近江屋 Shimogyo-ku 京都市下京区上珠数屋町通東洞院東入花屋町387
有限会社　観光旅館　近江屋
代表取締役　池原　直子

旅館 1986/5/27

ホテルサンルート京都 Shimogyo-ku 京都市下京区河原町通松原下る難波町406
株式会社　ホテルサンルート京都
代表取締役　和田　隆夫

ホテル 1986/6/12

ゲストイン京都 Shimogyo-ku 京都市下京区花屋町通櫛笥西入薬園町174-5
谷　敏行

旅館 1986/7/10

好成館 Shimogyo-ku 京都市下京区三ノ宮通上ノ口上る岩滝町230
吉村　本子

旅館 1986/7/17
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旅館　西喜楼 Shimogyo-ku 京都市下京区不明門通七条下る東塩小路町711-7
西居　康

旅館 1986/8/4

京の宿　洛兆 Shimogyo-ku 京都市下京区西洞院通花屋町下る西洞院町455
株式会社　洛兆
代表取締役　近藤　貞子

旅館 1986/9/17

平安 Shimogyo-ku 京都市下京区烏丸通七条下る西入東塩小路町692
田中　久美

旅館 1987/1/14

旅館　ホテル飯田 Shimogyo-ku 京都市下京区不明門通塩小路上る東塩小路町717
株式会社　ホテル飯田
代表取締役　飯田　正利

旅館 1987/3/24

コートホテル京都四条 Shimogyo-ku 京都市下京区西洞院通四条下る妙伝寺町698
Ｔｈｅ　Ｃｏｕｒｔ株式会社
代表取締役　谷垣　陽子

ホテル 1988/3/31

花屋旅館 Shimogyo-ku 京都市下京区仏光寺通西洞院西入木賊山町180-1
伊藤　真二

旅館 1988/5/31

ビジネスホテル　秀仙閣 Shimogyo-ku 京都市下京区西石垣通四条下る斎藤町119
株式会社　第一観光ビル
代表取締役　上羽　敏郎

ホテル 1988/6/13

大加賀会館　平安坊 Shimogyo-ku 京都市下京区烏丸通七条下る西入東塩小路町725
清水　陽子

旅館 1988/7/22

平安荘 Shimogyo-ku 京都市下京区木屋町通仏光寺上る天王町156
川村　弘樹

旅館 1988/12/12

ニュー銀閣イン Shimogyo-ku 京都市下京区東洞院通七条下る塩小路町508-1
株式会社　銀閣
代表取締役　森　明子

簡易宿所 1989/3/31

とみ家 Shimogyo-ku 京都市下京区木屋町通高辻上る和泉屋町171-3
別所　とみゑ

簡易宿所 1989/4/28

旅館　ひのもと Shimogyo-ku 京都市下京区河原町松原上る幸竹町375
樋之本　泰子

旅館 1989/10/9

緑風荘 Shimogyo-ku
京都市下京区西洞院通六条上る金屋町491-
1,2.3.4,490,493

株式会社　緑風荘
代表取締役　大野　昌次

旅館 1989/10/26

有限会社　旅館　平岩 Shimogyo-ku 京都市下京区二ノ宮通上ノ口上る早尾町314
有限会社　旅館　平岩
取締役　橋本　三津枝

旅館 1991/1/21

さと茂旅館 Shimogyo-ku
京都市下京区木津屋橋通室町西入東塩小路町５７
９番地３

株式会社　さと茂旅館
代表取締役　石田　有志

旅館 1991/11/7

京舞イン Shimogyo-ku
京都市下京区東洞院通七条下る二丁目東塩小路町
685の2

山口　チエ子
簡易宿所 1994/8/8

ホテル　サン・クレイン Shimogyo-ku 京都市下京区五条通室町東入ル醍醐町264番地
株式会社サン・クレイン
代表取締役　田中準三

ホテル 1994/10/3

ちどり旅館 Shimogyo-ku 京都市下京区堀川花屋町上る元日町 15
畑　幸子

旅館 1995/7/6

レディースイン　京都 Shimogyo-ku
京都市下京区東洞院通七条下ル二丁目東塩小路町
547-6

明石　正次
簡易宿所 1996/8/16

末廣家 Shimogyo-ku 京都市下京区花屋町通櫛笥西入薬園町169-5
後藤　多喜恵

簡易宿所 1996/8/26

和泉屋旅館 Shimogyo-ku 京都市下京区西中筋通正面下ル丸屋町 122番地
有限会社　和泉屋旅館
代表取締役　木村　登美子

旅館 1996/10/1

ホテル　サン・マルタン Shimogyo-ku 京都市下京区河原町通正面上ル万屋町 326-3
田中観光株式会社
代表取締役　橘内　英樹

ホテル 1996/11/21

聞法会館 Shimogyo-ku 京都市下京区堀川通花屋町上る柿本町600-1
宗教法人浄土真宗本願寺派
代表役員　石上　智康

ホテル 1997/7/24
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ホテルグランヴィア京都 Shimogyo-ku
京都市下京区烏丸通塩小路下る東塩小路町９０１番
地

株式会社　ジェイアール西日本ホテル開発
代表取締役　中村　仁

ホテル 1997/8/29

三井ガーデンホテル京都四条 Shimogyo-ku 京都市下京区西洞院通四条下る妙伝寺町707-1
株式会社　三井不動産ホテルマネジメント
代表取締役　足立　充

ホテル 1997/9/25

千鳥 Shimogyo-ku
京都市下京区上枳殼馬場通河原町西入八軒町４５
９－１０

田中　紀子
簡易宿所 1998/3/30

宿屋　枳殻荘 Shimogyo-ku
京都市下京区下枳殻馬場通河原町西入住吉町３５
７番地の１

吉村　正己
旅館 1998/10/1

京都リッチホテル Shimogyo-ku 京都市下京区河原町通五条上ル西橋詰町751番地
春好物産株式会社
代表取締役　阿部　将久

ホテル 1998/11/27

荘庵 Shimogyo-ku 京都市下京区西七条南西野町４７番地
坪内　三秩子

簡易宿所 1998/11/27

アパホテル＜京都駅前＞ Shimogyo-ku 京都市下京区西洞院通塩小路下る南不動堂町８０６
アパホテル株式会社
代表取締役　元谷　芙美子

ホテル 1999/3/9

旅館　若みや Shimogyo-ku 京都市下京区七条通新町西入夷之町７０１番地
株式会社　佐野家
代表取締役　佐野　喜一郎

旅館 1999/9/29

Ｃｒｏｓｓｒｏａｄｓ（クロスローズ） Shimogyo-ku 京都市下京区夷馬場町45-14
森　幸子

簡易宿所 2000/11/22

ホテル法華クラブ京都 Shimogyo-ku
京都市下京区塩小路通室町東入東塩小路町579番
地の16

株式会社　法華倶楽部
代表取締役　嶋田　靖永

ホテル 2000/12/15

東横イン京都五条烏丸 Shimogyo-ku 京都市下京区烏丸通松原下る五条烏丸町393
株式会社　東横イン
代表執行役　黒田　麻衣子

ホテル 2001/3/30

湯の宿　松栄 Shimogyo-ku 京都市下京区西新屋敷上之町１２８
松栄株式会社
代表取締役　松本　祥司

旅館 2001/5/30

東横イン京都四条烏丸 Shimogyo-ku 京都市下京区四条通烏丸東入ル長刀鉾町２８番地
株式会社　東横イン
代表執行役　黒田　麻衣子

ホテル 2002/5/10

旅館　さんき Shimogyo-ku 京都市下京区西新屋敷下之町２９
有川　喜子

旅館 2002/5/16

京の宿　しみず Shimogyo-ku 京都市下京区若宮通正面下ル鍵屋町644，646-1
清水　憲太

旅館 2002/10/29

バックパッカーズ　ホステルケイズ　ハウス京都 Shimogyo-ku
京都市下京区土手町七条上る納屋町418,420-
1,423-7,140-6

有限会社　坂口商事
代表取締役　坂口　勝彦

簡易宿所 2003/10/28

ホテル日航プリンセス京都 Shimogyo-ku
京都市下京区東洞院通仏光寺下ル高橋町630-3番
地

株式会社ホテルプリンセス京都
代表取締役　篠　信治

ホテル 2004/1/26

スーパーホテル京都・烏丸五条 Shimogyo-ku 京都市下京区烏丸通五条下る大阪町396-3
株式会社　スーパーホテル
代表取締役　山村　孝雄

ホテル 2004/2/5

ホテルステーション京都・西館 Shimogyo-ku 京都市下京区七条通烏丸東入真苧屋町２００番地
有限会社　プチホテルステーション京都
代表取締役　浅田　義之

旅館 2004/3/12

アパヴィラホテル京都駅前 Shimogyo-ku 京都市下京区東洞院通七条下ル塩小路町５３３
アパホテル株式会社
代表取締役　元谷　芙美子

ホテル 2004/10/1

ゲストハウス　京都　コスタ　デル　ソル Shimogyo-ku 京都市下京区新町通五条下ル蛭子町１３４番地１
椎津　堅太郎

簡易宿所 2004/11/26

松亀旅館 Shimogyo-ku
京都市下京区東洞院通七条下る東塩小路町５７６番
地

有限会社　キュートはしもと
代表取締役　橋本　昌也

旅館 2005/1/13

アパホテル＜京都駅堀川通＞ Shimogyo-ku 京都市下京区油小路通塩小路下る西油小路町１番
アパホテル株式会社
代表取締役　元谷　芙美子

ホテル 2005/3/28
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なごみ宿　都和 Shimogyo-ku 京都市下京区東中筋通七条上る文覚町395番地
有限会社　都和
代表取締役　太田　剛輔

旅館 2005/4/25

魚岩旅館 Shimogyo-ku
京都市下京区西中筋通北小路下ル菱屋町143，144
番

忠谷　吉雄
旅館 2005/6/30

胡乱座ゲストハウス Shimogyo-ku
京都市下京区醒ヶ井通綾小路下る要法寺町427番
地

大橋　英文
簡易宿所 2005/6/30

タロカフェ Shimogyo-ku
京都市下京区七条通烏丸東入真苧屋町220番地2の
3

嵯峨　陽太郎
簡易宿所 2005/8/1

ゲストイン　ちた Shimogyo-ku 京都市下京区不明門通花屋町下ル高槻町343番地
稲田　加保里

簡易宿所 2006/1/17

山城家旅館 Shimogyo-ku 京都市下京区東洞院通七条下ル塩小路町517-2
大原　千佳

旅館 2006/4/24

有限会社伊香詰所 Shimogyo-ku 京都市下京区不明門通七条上ル粉川町233番地
有限会社伊香詰所
代表取締役　村井　憲之

簡易宿所 2006/6/28

ホテルステーション京都 Shimogyo-ku 京都市下京区東洞院通七条上ル飴屋町260
有限会社プチホテルステーション京都
代表取締役　浅田　義之

旅館 2006/8/24

憩の家 Shimogyo-ku 京都市下京区新町通六条下る艮町８８５番地
項　麗萍

簡易宿所 2006/12/4

旅館　京らく Shimogyo-ku 京都市下京区不明門通七条上る粉川町２３１番地
村上　功一

旅館 2007/3/8

ＥＣＯＮＯ－ＩＮＮ　京都 Shimogyo-ku 京都市下京区西高瀬川筋五条下る平居町６７
株式会社　ジェイテック
代表取締役　渡邊　昌嗣

簡易宿所 2007/4/5

オレンジ・イン Shimogyo-ku 京都市下京区西七条北衣田町８
内藤　亮

簡易宿所 2007/4/17

旅館あづまや Shimogyo-ku 京都市下京区西中筋通北小路上る丸屋町１２１番地
旅館あづまや有限会社
代表取締役　瀬川　真由美

旅館 2007/4/24

株式会社　京都東急ホテル Shimogyo-ku 京都市下京区猪熊通リ五条下ル柿本町６００番２
株式会社　京都東急ホテル
代表取締役　小林　昭人

ホテル 2007/5/7

ゲストハウスＹＡＨＡＴＡ Shimogyo-ku 京都市下京区西洞院五条上ル八幡町５４４
中村　次男

簡易宿所 2007/8/2

ホテルマイステイズ京都四条 Shimogyo-ku
京都市下京区四条通油小路東入傘鉾町52，54-2，
54-3

株式会社マイステイズ・ホテル・マネジメント
代表取締役　麻野　篤毅

ホテル 2008/2/18

ケイズハウス京都アネックス Shimogyo-ku
京都市下京区土手町通七条上る納屋町４２０，４２１
－１，－２，－３，－４，－５，４２３－８，４２６－１

有限会社　坂口商事
代表取締役　坂口　勝彦

簡易宿所 2008/3/21

とまと（大将軍粟島ハイツ） Shimogyo-ku 京都市下京区塩小路通堀川西入志水町１３５番地
株式会社　アイズ
代表取締役　髙畑　公紀

簡易宿所 2008/7/31

福家旅館 Shimogyo-ku 京都市下京区上之町１－５
信田　俊一

簡易宿所 2008/10/9

京町家旅館　さくら Shimogyo-ku
京都市下京区油小路通花屋町下る仏具屋町２２８番
地の２，２２８番地の３

株式会社　ＫＩＴ
代表取締役　原田　昭嗣

旅館 2009/2/23

ゲストハウス錺屋 Shimogyo-ku 京都市下京区五条通室町西入東錺屋町１８４番地
上坂　涼子

簡易宿所 2009/3/30

悠 Shimogyo-ku 京都市下京区若宮通六条西入上若宮町９４番
株式会社　なごみの輪
代表取締役　浅田　悠里

簡易宿所 2009/4/8

里 Shimogyo-ku 京都市下京区若宮通六条西入上若宮町９３番
株式会社　なごみの輪
代表取締役　浅田　悠里

簡易宿所 2009/4/21

81 ページ Shimogyo-ku



List of Accommodations/Facilities(31 May 2018) ※営業実態が確認できない施設は掲載していません。

Name of Accommodations/Facilities City Ward Address Name of Applicant
Type of
Accommodation

Date permission
was received

京町屋ホテルかえで Shimogyo-ku
京都市下京区油小路通花屋町下ル仏具屋町２３２
番地

小西　弘子
ホテル 2009/10/8

西木屋町仏光寺上る Shimogyo-ku
京都市下京区西木屋町通松原上る３丁目市之町
260番19

青木　尚子
簡易宿所 2009/11/10

旅館　ゆはら Shimogyo-ku 京都市下京区木屋町通正面上る鍵屋町１８８
湯原　都

旅館 2009/11/10

ゲストハウス　京都カトリックハウス Shimogyo-ku
京都市下京区黒門通木津屋橋上る徹宝町４０１番地
１１F

姜　京美
簡易宿所 2010/1/26

シタディーン京都　烏丸五条 Shimogyo-ku 京都市下京区五条通烏丸東入松屋町４３２
株式会社アスコットジャパン
代表取締役　タン・ライ・セン

ホテル 2010/2/19

京宿家　豊園　くれない庵 Shimogyo-ku 京都市下京区綾小路通東洞院東入神明町722番4
株式会社　八清
代表取締役　西村　孝平

簡易宿所 2010/3/1

ファーストキャビン京都烏丸 Shimogyo-ku
京都市下京区仏光寺通烏丸東入上柳町３２６，３３１
番地

株式会社　ファーストキャビン
代表取締役　大江　匡

簡易宿所 2010/3/15

ドーミーインＰＲＥＭＩＵＭ京都駅前 Shimogyo-ku
京都市下京区東洞院通七条下ル東塩小路町558番-
8

株式会社　共立メンテナンス
代表取締役　上田　卓味

ホテル 2010/3/31

Ｋｙｏｔｏ　Ｈａｎａ　Ｈｏｓｔｅｌ Shimogyo-ku 京都市下京区不明門通七条上る粉川町２２９番地
有限会社　ジェイホッパーズ
代表取締役　飯田　章仁

簡易宿所 2010/4/27

京都のおうちＡＢＣ Shimogyo-ku 京都市下京区西七条東御前田町１７
安彦　好雄

簡易宿所 2010/7/26

東横イン京都五条大宮 Shimogyo-ku
京都市下京区大宮通五条下る２丁目西側中堂寺前
町５０２－５

株式会社　東横イン
代表執行役　黒田　麻衣子

ホテル 2010/8/30

ゲストハウス　時遊人 Shimogyo-ku
京都市下京区東洞院通五条下る三丁目和泉町５２４
番５４７番３

時任　健二
簡易宿所 2010/9/21

カオサン京都　ゲストハウス Shimogyo-ku 京都市下京区寺町通仏光寺上ル中之町５６８番地
株式会社万両
代表取締役　小澤　弘視

簡易宿所 2010/10/27

京宿家　豊園　くれない庵 Shimogyo-ku 京都市下京区綾小路通東洞院東入神明町722番４
センルーカス株式会社
代表取締役　山﨑　寿郎

簡易宿所 2010/11/1

御宿　つむぎ Shimogyo-ku 京都市下京区中堂寺前田町２８番地１４
松井　清栄

簡易宿所 2010/11/1

別邸　佛光寺東 Shimogyo-ku
京都市下京区柳馬場通仏光寺下る万里小路町１８７
番地３

株式会社　建築事務所楊梅
代表取締役　大岩　英記

簡易宿所 2011/2/14

我学庵 Shimogyo-ku 京都市下京区楊梅通新町東入る上柳町２２３－１３
株式会社　Ｚｉｎｇａｒｏ
代表取締役　秋山　麻那美

簡易宿所 2011/2/25

ＢＪ　Ｆａｍｉｌｙ　Ｈｏｕｓｅ Shimogyo-ku 京都市下京区河原町通七条上る住吉町３４５
森本　翠

簡易宿所 2011/3/7

きんせ旅館 Shimogyo-ku 京都市下京区西新屋敷太夫町７９番地，８０番地
矢部　浩二郎

簡易宿所 2011/3/14

淳風しらふじ庵 Shimogyo-ku 京都市下京区大宮通高辻下る高辻大宮町１０６番地
藤本　和典

簡易宿所 2011/4/12

ホテルリブ・マックス京都駅前 Shimogyo-ku 京都市下京区七条通新町西入夷之町７１３番地
株式会社　リブ・マックス
代表取締役　有山　憲

ホテル 2011/5/9

かがりや Shimogyo-ku
京都市下京区東洞院通五条下ル三丁目和泉町523
番4

新関　まや子
簡易宿所 2011/7/25

京宿家　尚徳ときわ庵 Shimogyo-ku 京都市下京区鍵屋町通烏丸西入鍵屋町３３２番６
清井　美紀恵

簡易宿所 2011/9/5
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ホテル近鉄京都駅 Shimogyo-ku 京都市下京区東塩小路釜殿町１－９
株式会社　近鉄・都ホテルズ
代表取締役　二村　隆

ホテル 2011/9/9

山光京都　かすみ庵 Shimogyo-ku
京都市下京区下魚ノ棚通油小路東入大黒町２５０－
６

株式会社山光メディカル
代表取締役　野宇　知史

簡易宿所 2011/10/25

ゲストハウス　歌舞喜　西本願寺店 Shimogyo-ku 京都市下京区猪熊通五条下る柿本町６７０－５
株式会社連獅士
代表取締役　佐々木　陽市

簡易宿所 2011/11/7

京宿家格致しょうぶ庵 Shimogyo-ku
京都市下京区高辻通油小路東入永養寺町２４０番
地

株式会社八清
代表取締役　西村　孝平

簡易宿所 2011/11/7

京宿家格致すおう庵 Shimogyo-ku
京都市下京区高辻通油小路東入永養寺町２４０番
地３８

株式会社八清
代表取締役　西村　孝平

簡易宿所 2011/11/7

葵　高瀬川 Shimogyo-ku
京都市下京区西木屋町通松原上る二丁目天満町４
５６番地１０

株式会社葵ホテル＆リゾート
代表取締役　根岸　良子

簡易宿所 2011/11/22

アランヴェールホテル京都 Shimogyo-ku 京都市下京区五条通室町西入東錺屋町１７９
株式会社長谷ホテルシステムズ
代表取締役　長谷　幹雄

ホテル 2011/11/29

ハイランド島原 Shimogyo-ku
京都市下京区大宮通丹波口下る西側大宮一丁目５
６８，５６９

株式会社ゲストハウスイン
代表取締役　中村　淳

簡易宿所 2011/12/21

葵　万寿寺橋 Shimogyo-ku 京都市下京区寺町通五条上る西橋詰町７７１番６
株式会社葵ホテル＆リゾート
代表取締役　根岸　良子

簡易宿所 2012/1/24

京宿家　永松　しこく庵 Shimogyo-ku 京都市下京区河原町通松原上る清水町２９３番７ 簡易宿所 2012/2/6

京乃宿　はなしおり Shimogyo-ku 京都市下京区市之町２６０－１９
塩根　良一

簡易宿所 2012/2/13

ダイワロイネットホテル京都四条烏丸 Shimogyo-ku 京都市下京区烏丸通仏光寺下る大政所町６７８
ダイワロイヤル株式会社
代表取締役　原田　健

ホテル 2012/4/16

葵　鴨川邸 Shimogyo-ku 京都市下京区木屋町通松原下る材木町４２９
株式会社葵ホテル＆リゾート
代表取締役　根岸　良子

簡易宿所 2012/4/23

葵　新町 Shimogyo-ku 京都市下京区新町通高辻下る御影町４５４番地
株式会社葵ホテル＆リゾート
代表取締役　根岸　良子

簡易宿所 2012/4/23

アークリード五条堀川 Shimogyo-ku 京都市下京区猪熊通五条下る柿本町７００－１
株式会社ゲストハウスイン
代表取締役　中村　淳

簡易宿所 2012/5/9

京都ゲストハウス　らんたん Shimogyo-ku 京都市下京区七条通猪熊東入西八百屋町１５２番
有限会社トラベル応援社
代表取締役　柏原　淑琴

簡易宿所 2012/5/11

ゲストハウス　京都　コスタ　デル　ソル別館 Shimogyo-ku 京都市下京区新町通五条下る蛭子町１３４番地４０
有限会社コスタデルソル
代表取締役　椎津　堅太郎

簡易宿所 2012/5/18

十四春 Shimogyo-ku 京都市下京区諏訪町通松原下る弁財天町３２６
玉垣　和子

旅館 2012/7/6

京都セントラルイン Shimogyo-ku 京都市下京区四条通寺町東入二丁目御旅町３０番
株式会社京都セントラルイン
代表取締役　堀江　崇寛

簡易宿所 2012/7/30

京町家のやど　別邸佛具屋町 Shimogyo-ku
京都市下京区油小路通花屋町下る仏具屋町２３９番
地１

株式会社建築事務所楊梅
代表取締役　大岩　英記

簡易宿所 2012/8/17

ホテル・京都・ベース Shimogyo-ku
京都市下京区松原通烏丸東入南側俊成町４３８番・
五条烏丸町３９７-３番

アイカム株式会社
代表取締役　平岡　弘行

ホテル 2012/9/20

Shimogyo-ku 京都市下京区三ノ宮町通上ノ口上る岩滝町２２２番２
内田　幸子

簡易宿所 2012/9/21

宿はる家Ａｑｕａ Shimogyo-ku 京都市下京区和気町１番地１２
株式会社はる家
代表取締役　小林　祐樹

簡易宿所 2012/10/10
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宿はる家Ａｑｕａ２ Shimogyo-ku 京都市下京区和気町１番地
株式会社はる家
代表取締役　小林　祐樹

簡易宿所 2012/10/10

Ｙｏｕ　縁　Ｍｅ Shimogyo-ku
京都市下京区大宮通松原下る西側上五条町４０１番
地

川又　徹
簡易宿所 2013/1/10

京都糸屋ホテル Shimogyo-ku
京都市下京区烏丸通高辻下る薬師前町７１２番地，
７１１番地

株式会社京都糸文
代表取締役　藤井　文治郎

ホテル 2013/1/28

Ｂｉｊｕｕ Shimogyo-ku 京都市下京区西木屋町通四条下ル船頭町１９４
株式会社村上重本店
代表取締役　村上　悦司

簡易宿所 2013/3/7

松葉家旅館 Shimogyo-ku
京都市下京区上珠数屋町通東洞院西入上珠数屋町
３２９番地

有限会社松葉家旅館
代表取締役　林　俊一

旅館 2013/3/13

山田屋旅館 Shimogyo-ku 京都市下京区不明門通正面上る亀町６番地
株式会社　山田屋旅館
代表取締役　山田　弥生

旅館 2013/4/9

京宿家　開智あんず庵 Shimogyo-ku 京都市下京区麸屋町通高辻下る鍵屋町２０２番２
相田　由美子

簡易宿所 2013/4/10

貴楽庵 Shimogyo-ku 京都市下京区楊梅通新町東入上柳町２２３－１８
株式会社Ｚｉｎｇａｒｏ
代表取締役　秋山　麻那美

簡易宿所 2013/6/17

室・近吉 Shimogyo-ku
京都市下京区鍵屋町通烏丸西入鍵屋町３２６番地，
３２７番地

田中　芳幸
簡易宿所 2013/9/30

ヴィラコート烏丸七条 Shimogyo-ku
京都市下京区間之町通上珠数屋町下る打越町３１
５，３１５－２

株式会社ゲストハウスイン
代表取締役　中村　淳

簡易宿所 2013/11/7

ナインアワーズ京都 Shimogyo-ku 京都市下京区寺町通四条下ル貞安前之町５８８
株式会社ナインアワーズ
代表取締役　松井　隆浩

簡易宿所 2013/11/7

ｎａｏ炬乃座 Shimogyo-ku 京都市下京区黒門通五条下る柿本町５９５－１４５
株式会社ディー・メイクス
代表取締役　宮本　健一

簡易宿所 2013/11/11

ｎａｏ炬乃座　別邸梅小路 Shimogyo-ku 京都市下京区朱雀内畑町８－３３
株式会社ディー・メイクス
代表取締役　宮本　健一

簡易宿所 2013/11/12

ｎａｏ炬乃座　別邸麩屋町 Shimogyo-ku 京都市下京区麸屋町通松原下る上鱗形町５０２－４
株式会社ディー・メイクス
代表取締役　宮本　健一

簡易宿所 2013/11/12

栞庵 Shimogyo-ku 京都市下京区鍵屋町通烏丸西入鍵屋町３３９番地
有限会社インレット
代表取締役　森内　亨

簡易宿所 2013/11/20

Guesthouse KYOTO COMPASS Shimogyo-ku 京都市下京区西七条市部町115番地
野上　千津子

簡易宿所 2014/2/3

ホテルリブマックス京都五条 Shimogyo-ku
京都市下京区猪熊通五条西入柿本町６９８－２，６９
８－３

株式会社リブ・マックス
代表取締役　有山　憲

ホテル 2014/2/14

宿はる家　Ｂｏｏｋ Shimogyo-ku 京都市下京区和気町１番１２西側
株式会社はる家
代表取締役　小林　祐樹

簡易宿所 2014/2/27

ホテルグランバッハ京都 Shimogyo-ku 京都市下京区四条通寺町西入奈良物町363番地
株式会社グランバッハ京都
代表取締役　大西　純夫

ホテル 2014/4/11

Ｈｏｓｔｅｌ　Ｎｏｒｔｈ＋Ｋｅｙ　Ｋｙｏｔｏ Shimogyo-ku 京都市下京区諏訪町通鍵屋町上る鍵屋町347-1
岩本　佑介

簡易宿所 2014/4/23

京湯元　ハトヤ瑞鳳閣 Shimogyo-ku 京都市下京区西洞院通塩小路下る南不動堂町802
株式会社ハトヤ瑞鳳閣
代表取締役　岩井　一路

ホテル 2014/5/1

スマイルホテル京都四条 Shimogyo-ku 京都市下京区傘鉾町59
株式会社ホスピタリティオペレーションズ
代表取締役　田中　章生

ホテル 2014/5/13

古都庵 Shimogyo-ku 京都市下京区室町通五条下る二丁目堺町240-2
株式会社なごみの輪
代表取締役　浅田　悠里

簡易宿所 2014/7/2
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Ｃｏｌｏｕｒｓ Shimogyo-ku 京都市下京区東中筋通高辻下る舟屋町660
川又　徹

簡易宿所 2014/7/10

月屋 Shimogyo-ku 京都市下京区新町通鍵屋町上る蛭子町139番地1
上坂　涼子

簡易宿所 2014/7/18

ふじたや Shimogyo-ku
京都市下京区中堂寺藪ノ内町22-4，22-5，12-5，
12-6

藤田　勝光
簡易宿所 2014/7/29

京小宿　華乃家 Shimogyo-ku 京都市下京区綾小路通東洞院東入神明町722番地3
呉沢　一成

簡易宿所 2014/8/8

Bijuu Shimogyo-ku
京都市下京区西木屋町通四条下る船頭町194番地
村上重ビル　3階

株式会社村上重本店
代表取締役　村上　悦司

簡易宿所 2014/9/4

ホテルユニゾ京都四条烏丸 Shimogyo-ku 京都市下京区四条通西洞院東入郭巨山町８番
ユニゾホテル株式会社
代表取締役　小崎　哲資

ホテル 2014/9/19

前新屋 Shimogyo-ku 京都市下京区東中筋通高辻上る永養寺町237-13
前坂　美穂

簡易宿所 2014/9/29

京宿家　開智ももはな庵 Shimogyo-ku
京都市下京区富小路通仏光寺下る筋屋町１４４番地
９

有限会社プリズム
代表取締役　柿沼　祐太

簡易宿所 2014/10/8

尾張屋旅館 Shimogyo-ku 京都市下京区西中筋通花屋町下る堺町93番地
松居　秀典

旅館 2014/11/13

ホテルエクセレンス・京都駅前 Shimogyo-ku
京都市下京区油小路通木津屋橋下る北不動堂町
519－1

株式会社　ゴールドウェーブ
代表取締役　平岡　恒佳

ホテル 2014/11/27

ロマン館 Shimogyo-ku 京都市下京区若宮通六条下る若宮町５４２番地
株式会社なごみの輪
代表取締役　浅田　悠里

簡易宿所 2014/12/2

素庵　高瀬川 Shimogyo-ku 京都市下京区西木屋町通松原下る難波町420番3
株式会社　福はそと
代表取締役　南　隆秀

簡易宿所 2014/12/2

GUEST HOUSE ORIGAMI Shimogyo-ku 京都市下京区西洞院通仏光寺下る本柳水町766
株式会社　シェンゲン
代表取締役　澤田　修司

簡易宿所 2015/2/2

シュミート西洞院 Shimogyo-ku
京都市下京区西洞院通正面下る鍛冶屋町448京都
市下京区若宮通正面下る鍵屋町638-2

株式会社ゲストハウスイン
代表取締役　中村　淳

簡易宿所 2015/2/5

葵HOTEL KYOTO Shimogyo-ku 京都市下京区木屋町通仏光寺上る天王町146番地
株式会社葵ホテル＆リゾート
代表取締役　根岸　良子

簡易宿所 2015/2/5

京町家旅館さくら・うるし邸 Shimogyo-ku 京都市下京区柳馬場通高辻下る吉文字町425番地
株式会社　ＫＩＴ
代表取締役　原田　昭嗣

旅館 2015/2/17

和洛ハウス Shimogyo-ku 京都市下京区西洞院通六条下る東側町５３１
株式会社なごみの輪
代表取締役　浅田　悠里

簡易宿所 2015/2/17

Len Shimogyo-ku
京都市下京区寺町通松原下る植松町709番地3，
710番地3

株式会社Backpackers' Japan
代表取締役　本間　貴裕

簡易宿所 2015/3/2

八重家　といち町 Shimogyo-ku 京都市下京区木屋町通六軒上る都市町141-6
八光地所株式会社
代表取締役　藤林　孝二郎

簡易宿所 2015/3/20

リーガロイヤルホテル京都 Shimogyo-ku 京都市下京区東堀川通塩小路下る松明町１番地
ＲＲＨ京都オペレーションズ合同会社
代表社員　Florentia一般社団法人　職務執行者　山本
俊祐

ホテル 2015/3/27

太鼓屋 Shimogyo-ku 京都市下京区高倉通五条上る亀屋町１７０　１F
中田　優

簡易宿所 2015/4/1

ゲストハウス舞華 Shimogyo-ku
京都市下京区六軒通高瀬川筋東入早尾町３０６番
地１

山上　紘平
簡易宿所 2015/4/6
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宿はる家　Terrace Shimogyo-ku 京都市下京区和気町1番地
株式会社　はる家
代表取締役　小林　祐樹

簡易宿所 2015/4/8

ダース Shimogyo-ku 京都市下京区東洞院通正面下る笹屋町270番地
服部不動産株式会社
代表取締役　服部　浩之

簡易宿所 2015/4/16

サンタナゲストハウス京都 Shimogyo-ku 京都市下京区七条御所ノ内中町45番地2
山口　玲子

簡易宿所 2015/4/17

樸宿 Shimogyo-ku 京都市下京区西洞院通六条下る西側町490番地
株式会社　峯盛
代表取締役　島谷　健太

簡易宿所 2015/4/24

ｎａｏ炬乃座　別邸　油小路 Shimogyo-ku 京都市下京区油小路通五条上る上金仏町263番地
株式会社ディー・メイクス
代表取締役　宮本　健一

簡易宿所 2015/5/14

タベルトマル Shimogyo-ku
京都市下京区河原町通松原上る二丁目富永町350
番地

株式会社　フーリエ
代表取締役　北田　昌宏

簡易宿所 2015/5/19

MATCHA　backpackers Shimogyo-ku 京都市下京区七条通木屋町下る大宮町25番地6
グライナー　優希

簡易宿所 2015/6/9

パークサイド梅小路 Shimogyo-ku
京都市下京区七条通大宮西入花畑町90番地，90番
地1

株式会社ゲストハウスイン
代表取締役　中村　淳

簡易宿所 2015/7/3

アイゲストハウス梅小路イン京都 Shimogyo-ku 京都市下京区猪熊通塩小路上る金換町112番地3
山本　央

簡易宿所 2015/7/10

庵町家ステイ　さき材木町町家 Shimogyo-ku 京都市下京区木屋町通松原下る材木町４３０番地
株式会社　庵町家ステイ
代表取締役　三浦　充博

簡易宿所 2015/8/3

庵町家ステイ　石不動之町町家 Shimogyo-ku
京都市下京区松原通寺町西入石不動之町６８１番
地４

株式会社　庵町家ステイ
代表取締役　三浦　充博

簡易宿所 2015/8/3

花籠 Shimogyo-ku 京都市下京区加茂川端正面上る平岡町383番地
小竹　佐代子

簡易宿所 2015/8/12

京町家お宿　花 Shimogyo-ku 京都市下京区新町通六条下る艮町８６５番地１
長谷川　美佳

簡易宿所 2015/8/14

ベッセルホテルカンパーナ京都五条 Shimogyo-ku
京都市下京区東洞院通五条下る下万寿寺町４９８番
地

株式会社ベッセルホテル開発
代表取締役　澁谷　誠

ホテル 2015/8/25

minato hotel Shimogyo-ku
京都市下京区松原通東洞院東入本燈籠町１３番地
１

釜堀　聡子
簡易宿所 2015/9/11

藏や　大宮島原 Shimogyo-ku
京都市下京区大宮通花屋町下る大宮二丁目575番
地1，575番地4

株式会社　ライトワン
代表取締役　古川　亮太郎

簡易宿所 2015/10/5

東松屋町イースト Shimogyo-ku
京都市下京区花屋町通新町西入東松屋町８４２番
地２

株式会社　ルームマーケット
代表取締役　平野　準

簡易宿所 2015/10/15

東松屋町ウエスト Shimogyo-ku
京都市下京区花屋町通新町西入東松屋町８４２番
地３

株式会社　フォレストジェム
代表取締役　森　英弘

簡易宿所 2015/10/15

卯月 Shimogyo-ku
京都市下京区御幸町通綾小路下る丸屋町４１８番地
７

宇佐美　郷子
簡易宿所 2015/11/2

鴨半 Shimogyo-ku 京都市下京区木屋町通五条下る都市町143番地9
株式会社　ジェイ・メディック
代表取締役　石原　敏男

簡易宿所 2015/11/4

BochiBochi烏丸 Shimogyo-ku
京都市下京区間之町通上珠数屋町下る打越町312
番地

株式会社　ゲストハウスイン
代表取締役　中村　淳

簡易宿所 2015/11/5

京宿家　開智かきしぶ庵 Shimogyo-ku
京都市下京区御幸町通綾小路下る丸屋町４１８番地
３

AML　Japan　株式会社
代表取締役　梁　顯仁

簡易宿所 2015/11/13

Fairfield　House Shimogyo-ku 京都市下京区岩上通綾小路下る雁金町401番地2階
古家　有人

簡易宿所 2015/11/16
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東本願寺門前　京のお宿　華な乃 Shimogyo-ku 京都市下京区東洞院通花屋町下る富田町３６４番地
畑　尚樹

簡易宿所 2015/12/2

八重家　だいく町 Shimogyo-ku
京都市下京区土手町通上ノ口下る大工町４８３番地
２

八光地所株式会社
代表取締役　藤林　孝二郎

簡易宿所 2015/12/4

五条　梅香 Shimogyo-ku
京都市下京区西洞院通五条上る八幡町５２５番地１
１

株式会社　うめと商事
簡易宿所 2015/12/9

華乃家　別邸 Shimogyo-ku 京都市下京区綾小路通東洞院東入神明町722番地1
華栄有限会社
代表取締役　呉沢　一成

簡易宿所 2015/12/15

京の宿　縁 Shimogyo-ku
京都市下京区東洞院通七条上る飴屋町263番地，
263番地1

株式会社　大弥
代表取締役　稲田　浩行

簡易宿所 2015/12/25

KAEDE　GUESTHOUSE Shimogyo-ku
2，472番地

株式会社　畑中
代表取締役　畑中　誠司

簡易宿所 2016/1/4

四条堀川ＩＮＮ～５Ｄａｙｓ Shimogyo-ku 京都市下京区西綾小路西半町９１番地
株式会社　シェアプラス
代表取締役　萩本　教保

簡易宿所 2016/1/7

麻呂家　中堂寺 Shimogyo-ku 京都市下京区中堂寺北町18番地3
アジアンエージェンシー合同会社
代表社員　福井　清高

簡易宿所 2016/1/12

ひとこえ　高瀬庵 Shimogyo-ku
京都市下京区河原町通松原上る清水町４５４番地２
５

株式会社　ピッコロカーサ
代表取締役　田中　克典

簡易宿所 2016/1/19

ＢＪ　Ｆａｍｉｌｙ　Ｉｎｎ　（ＢＪファミリーイン） Shimogyo-ku 京都市下京区七条通加茂川筋西入稲荷町456番地2
森本　翠

簡易宿所 2016/1/20

鈴　六条町家 Shimogyo-ku
京都市下京区油小路通六条上る卜味金仏町１７８番
地６

株式会社　レアル
代表取締役　児玉　舟

簡易宿所 2016/1/25

宿や　平岩 Shimogyo-ku 京都市下京区二ノ宮町通上ノ口上る早尾町314番地
株式会社　平岩
代表取締役　平岩　道康

旅館 2016/1/27

ＣＡＭＰＴＯＮ　Ⅰ Shimogyo-ku 京都市下京区新町通六条下る艮町８６２番地３
ＣＡＭＰＴＯＮ株式会社
代表取締役　小野　暢夫

簡易宿所 2016/1/28

御宿　東浅井詰所 Shimogyo-ku 京都市下京区諏訪町通六条下る上柳町２０６番地２
一般社団法人　東浅井詰所
代表理事　山口　重臣

簡易宿所 2016/1/29

Jasmine １ Shimogyo-ku 京都市下京区高辻通大宮西入坊門町835番地1
マツムラトレーディング株式会社
代表取締役　松村　康史

簡易宿所 2016/2/10

Jasmine ２ Shimogyo-ku 京都市下京区高辻通大宮西入坊門町835番地1
マツムラトレーディング株式会社
代表取締役　松村　康史

簡易宿所 2016/2/10

優結庵 Shimogyo-ku 京都市下京区二人司町１番地１７
株式会社　ファミリアリンク
代表取締役　柏木　祐介

簡易宿所 2016/2/10

小林芳三商店 Shimogyo-ku 京都市下京区七条通新町西入夷之町７０３番地
小林　晴夫

簡易宿所 2016/2/18

あおしだ Shimogyo-ku 京都市下京区諏訪開町１番地１５
吉本　博貴

簡易宿所 2016/2/19

京町家の宿　794inn　清水五条 Shimogyo-ku 京都市下京区堺町通五条上る俵屋町２３９番地２
株式会社　ＳＯＬＩＤ　ＢＯＮＤ
代表取締役　西山　豊

簡易宿所 2016/2/24

本願寺ＨＯＵＳＥ Shimogyo-ku
京都市下京区仏具屋町通五条下る上錫屋町７４番
地１の１

Ｈｕｇｏ　Ｃａｐｉｔａｌ　ＬＬＣ合同会社
代表社員　クリスチャン・ランジェレ

簡易宿所 2016/2/26

蓮容庵 Shimogyo-ku 京都市下京区楊梅通新町東入上柳町２２３番地１７
高山　傑

簡易宿所 2016/2/26

京都鴨川のお宿　たまみ Shimogyo-ku
京都市下京区二ノ宮町通七条上る下二之宮町439
番地

玉村　愼治
簡易宿所 2016/3/9
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御宿　敬　Guesthouse KEI Shimogyo-ku 京都市下京区岩上通綾小路下る雁金町415番地1
小笠原　恵子

簡易宿所 2016/3/11

ＣＡＭＰＴＯＮ　Ⅱ Shimogyo-ku
京都市下京区西洞院通六条下る西側町４９２番地，
４９３番地

ＣＡＭＰＴＯＮ株式会社
代表取締役　小野　暢夫

簡易宿所 2016/3/16

Ｊａｓｍｉｎｓ Shimogyo-ku 京都市下京区仏光寺通高倉西入西前町３６２番地１
有限会社　Ｊａｓｍｉｎ’ｓ
代表取締役　陳　萍

簡易宿所 2016/3/22

梅がや Shimogyo-ku 京都市下京区朱雀北ノ口町３２番地１２
株式会社　いとぐち不動産
代表取締役　四宮　燦成

簡易宿所 2016/3/24

ＫｉＹＯＭｉＺＵ　Ｈｏｕｓｅ Shimogyo-ku 京都市下京区西木屋町通五条下る南京極町59番地
シャヒード　ルパニ

簡易宿所 2016/3/31

一玖庵 Shimogyo-ku 京都市下京区室町通五条下る二丁目堺町240番地1
株式会社　なごみの輪
代表取締役　浅田　悠里

簡易宿所 2016/4/6

CENTURION HOTEL CABIN & SPA KYOTO
SHIJO

Shimogyo-ku 京都市下京区四条通高倉西入立売西町６８番地２
株式会社　センチュリオンインターナショナル
代表取締役　梁川　俊雄

簡易宿所 2016/4/20

エムズ２８０ Shimogyo-ku 京都市下京区高辻通新町西入堀之内町２８０番地
江村　常夫

簡易宿所 2016/4/21

京町家　里居 Shimogyo-ku
京都市下京区下松屋通五条上る下長福寺町261番
地

株式会社　ニュー・ビジョン
代表取締役　岩城　哲哉

簡易宿所 2016/4/21

らく家　烏丸五条 Shimogyo-ku
京都市下京区東洞院通五条下る三丁目和泉町５２２
番地３

株式会社　京都建設センター
代表取締役　後寳　三郎

簡易宿所 2016/5/12

ラシーヌホーム京都 Shimogyo-ku
京都市下京区東洞院通上珠数屋町上る上珠数屋町
３３４番地

株式会社　ラシーヌ
代表取締役　山根　進

簡易宿所 2016/5/12

風のや　咲楽 Shimogyo-ku 京都市下京区東中筋通七条下る大黒町250番地5
有限会社　パオーンズユビキタスネットワーキン
グ
代表取締役　胤森　明彦

簡易宿所 2016/5/12

TABIYA　HOTEL Shimogyo-ku
京都市下京区綾小路通寺町西入足袋屋町３２９番
地キョウテクあやごっこビル３階

株式会社　グローバル・ホテルマネジメント
代表取締役　上田　裕彦

簡易宿所 2016/5/13

鈴　西若松 Shimogyo-ku
京都市下京区六条通油小路東入西若松町２７５番
地２

何　兆基
簡易宿所 2016/5/13

しづやＫＹＯＴＯ　ＨＡＮＡＲＥ Shimogyo-ku 京都市下京区七条通河原町東入材木町460番地
松井　知史

簡易宿所 2016/5/13

しづやＫＹＯＴＯ　ＯＭＯＹＡ Shimogyo-ku 京都市下京区七条通河原町東入材木町460番地
松井　知史

簡易宿所 2016/5/13

京都　烏丸　エニシ堂 Shimogyo-ku 京都市下京区仏光寺通烏丸東入上柳町315番地12
株式会社　エニシ製作所
代表取締役　中村　浩太

簡易宿所 2016/5/24

京都駅前　お宿　みつば Shimogyo-ku
京都市下京区不明門通七条下る東塩小路町735番
地2階

吉川　和枝
簡易宿所 2016/5/24

ひまわり Shimogyo-ku
京都市下京区富小路通綾小路下る塗師屋町１０３番
地

株式会社　ＴＥＹＡＮＧ　ＴＥＣＨ
代表取締役　洪　守賛

簡易宿所 2016/5/25

ゲストハウス薩婆訶 Shimogyo-ku 京都市下京区寺町通松原下る植松町７０３番地４
株式会社　美馬
代表取締役　美馬　孝啓

簡易宿所 2016/6/6

京町家　楽遊 Shimogyo-ku
京都市下京区猪熊通五条上る柿本町５９０番地１６，
５９２番地３

青木　達夫
旅館 2016/6/6

懿造 Shimogyo-ku 京都市下京区高辻通烏丸東入匂天神町６３４番地１
株式会社　懿造
代表取締役　藤野　晃也

簡易宿所 2016/6/7

Guesthouse＆Hotel　Shijo-Omiya Shimogyo-ku 京都市下京区猪熊通四条下る松本町２６３番地
合同会社　Ｇ＆Ｈ京都
代表社員　田中　英文

ホテル 2016/6/14
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ＫｉＹＯＭｉＺＵ　ＲｉＶＥＲＳｉＤＥ Shimogyo-ku
京都市下京区加茂川端六軒町上る八ツ柳町348番
地1

シャヒード　ルパニ
簡易宿所 2016/6/20

ジャパニングホテル　ハッコウエン　JAPANING
HOTEL　HAKKOEN

Shimogyo-ku 京都市下京区新町通七条上る辰巳町731番地
株式会社　ドリーマーズ
代表取締役　菊地　博行

簡易宿所 2016/6/20

ステライン烏丸五条 Shimogyo-ku
京都市下京区東洞院通五条下る二丁目福島町５２１
番地

ステラ住宅販売株式会社
代表取締役　倉本　直樹

簡易宿所 2016/6/24

JAPANING　HOTEL　輝幸庵 Shimogyo-ku
京都市下京区下松屋町通花屋町下る突抜二丁目
368番地2

株式会社　ガーネット
代表取締役　中野　拓磨

簡易宿所 2016/6/29

JAPANINGホテルブリエ京都 Shimogyo-ku 京都市下京区若宮通花屋町下る四本松町581番地
株式会社　ガーネット
代表取締役　中野　拓磨

簡易宿所 2016/6/29

アクアフロント梅小路 Shimogyo-ku 京都市下京区七条通大宮西入花畑町88番地
株式会社　大創
代表取締役　亀川　鐘太

簡易宿所 2016/7/4

京都室町天女庵 Shimogyo-ku 京都市下京区西洞院通綾西洞院町741番地7
北山貿易株式会社
代表取締役　李　文文

簡易宿所 2016/7/6

鈴　四条高瀬川 Shimogyo-ku
京都市下京区西木屋町通松原上る三丁目市之町２
６０番地４

株式会社　レアル
代表取締役　児玉　舟

簡易宿所 2016/7/6

花 Shimogyo-ku 京都市下京区土手町通七条上る納屋町407番地3
王　玲

簡易宿所 2016/7/6

京別邸　福本 Shimogyo-ku 京都市下京区西洞院通七条上る福本町４２５番地５
株式会社　八清
代表取締役　西村　孝平

簡易宿所 2016/7/7

庵町家ステイ　おく材木町町家 Shimogyo-ku 京都市下京区木屋町通松原下る材木町４３０番地
株式会社　庵町家ステイ
代表取締役　三浦　充博

簡易宿所 2016/7/12

京の宿　蜻蛉島 Shimogyo-ku
京都市下京区御幸町通綾小路下る丸屋町４１５番地
１

株式会社　シェアプラス
代表取締役　萩本　教保

簡易宿所 2016/7/12

庵町家ステイ　和泉屋町町家 Shimogyo-ku
京都市下京区木屋町通松原上る二丁目和泉屋町
164番地１

株式会社　庵町家ステイ
代表取締役　三浦　充博

簡易宿所 2016/7/12

庵町家ステイ　美濃屋町町家 Shimogyo-ku 京都市下京区木屋町通松原上る美濃屋町１７８番地
株式会社　庵町家ステイ
代表取締役　三浦　充博

簡易宿所 2016/7/13

堺町家 Shimogyo-ku
京都市下京区綾小路通柳馬場西入綾材木町１９９
番地４

株式会社　新住舎
代表取締役　五十嵐　新太

簡易宿所 2016/7/19

京の宿　奏 Shimogyo-ku
京都市下京区高辻通新町西入堀之内町２７９番地
２，２７８番地４

中田　敦子
簡易宿所 2016/7/25

下京庵　左近 Shimogyo-ku 京都市下京区若宮通正面下る鍵屋町６４５番地
ＩＴＪ株式会社
代表取締役　磯貝　真輝

簡易宿所 2016/7/25

下京庵　右近 Shimogyo-ku 京都市下京区若宮通正面下る鍵屋町６４５番地１
ＩＴＪ株式会社
代表取締役　磯貝　真輝

簡易宿所 2016/7/25

庵町家ステイ　さき玉屋町町家 Shimogyo-ku 京都市下京区不明門通五条上る玉屋町５１５番地６
株式会社　庵町家ステイ
代表取締役　三浦　充博

簡易宿所 2016/7/29

庵町家ステイ　おく玉屋町町家 Shimogyo-ku 京都市下京区不明門通五条上る玉屋町５１５番地７
株式会社　庵町家ステイ
代表取締役　三浦　充博

簡易宿所 2016/7/29

梅ノ戸庵　堀川小路 Shimogyo-ku
京都市下京区油小路通五条上る上金仏町２５５番地
５

畑　尚樹
簡易宿所 2016/8/2

麻呂家　庄ノ内 Shimogyo-ku 京都市下京区中堂寺庄ノ内町６番地３９
アジアンエージェンシー合同会社
代表社員　福井　清高

簡易宿所 2016/8/4

宗恵庵 Shimogyo-ku 京都市下京区西高瀬川筋五条下る平居町２４番地
新栄興業株式会社
代表取締役　本田　智惠子

簡易宿所 2016/8/4
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ル　マチヤ　西田町 Shimogyo-ku 京都市下京区仏光寺通猪熊西入西田町６１３番地
合同会社　フィガロ
代表社員　平松　高志

簡易宿所 2016/8/5

御宿　京灯 Shimogyo-ku 京都市下京区東中筋通六条下る学林町２９５番地８
エムホフ・ポール・アレン

簡易宿所 2016/8/5

京都六条　hale　てまり Shimogyo-ku 京都市下京区金屋町４８５番地
株式会社　イーデザイン
代表取締役　小山　誠二

簡易宿所 2016/8/8

Guest house Connection Karasuma-Gojo Shimogyo-ku
京都市下京区東洞院通五条下る三丁目和泉町５３９
番地５

connections合同会社
代表社員　岡田　治樹

簡易宿所 2016/8/8

ダイワロイネットホテル京都駅前 Shimogyo-ku
京都市下京区烏丸通七条下る東塩小路町７０７番地
２

ダイワロイヤル株式会社
代表取締役　原田　健

ホテル 2016/8/9

庵町家ステイ　恵美須屋町町家 Shimogyo-ku
京都市下京区富小路通高辻下る恵美須屋町１７９番
地２

株式会社　庵町家ステイ
代表取締役　三浦　充博

簡易宿所 2016/8/22

小太鼓 Shimogyo-ku 京都市下京区仏光寺通寺町西入大黒町２６６番地５
中田　優

簡易宿所 2016/8/22

京と家　さくら庵 Shimogyo-ku
京都市下京区木屋町通松原上る美濃屋町１７４番地
１

株式会社　プレゼンス
代表取締役　北村　宏一

簡易宿所 2016/8/26

四条大宮宿 Shimogyo-ku 京都市下京区猪熊通四条下る松本町２７５番地
株式会社　建築事務所楊梅
代表取締役　大岩　英記

簡易宿所 2016/8/26

Natsu Shimogyo-ku
京都市下京区間之町通五条下る二丁目塗師屋町１
１９番地

中島　智里
簡易宿所 2016/8/31

鈴　七条高瀬川 Shimogyo-ku 京都市下京区七条通木屋町上る大宮町２０５番地８
株式会社　レアル
代表取締役　児玉　舟

簡易宿所 2016/8/31

紀秀　松原 Shimogyo-ku 京都市下京区油小路通松原上る麓町６５０番地４
大下　由紀子

簡易宿所 2016/9/7

ゲストハウス　利灸 Shimogyo-ku
京都市下京区東洞院通七条下る二丁目東塩小路町
８４５番地

株式会社　按幸堂
代表取締役　德見　崇

簡易宿所 2016/9/8

サンプット七条壬生 Shimogyo-ku 京都市下京区西酢屋町３番地１２，６番地３
株式会社ゲストハウスイン
代表取締役　中村　淳

簡易宿所 2016/9/9

アーバイン京都　河原町通 Shimogyo-ku 京都市下京区土手町通正面上る溜池町３５９番地１
株式会社　ユキ・コーポレーション
代表取締役　中本　晴邦

簡易宿所 2016/9/16

風神 Shimogyo-ku 京都市下京区西七条東石ケ坪町１６番地
松山　寛紀

簡易宿所 2016/9/16

大隠於市 Shimogyo-ku 京都市下京区新町通五条下る蛭子町１１６番地４
孫　哲梅

簡易宿所 2016/9/20

可凛 Shimogyo-ku 京都市下京区若宮通六条下る若宮町５５４番地
國松　薫

簡易宿所 2016/9/20

吉御座 Shimogyo-ku
京都市下京区大宮通仏光寺下る五坊大宮町７１番
地５

吉田　憲一郎
簡易宿所 2016/9/26

プライベートレジデンス京都高瀬川 Shimogyo-ku
京都市下京区西木屋町通松原上る三丁目市之町２
６０番地１６

レイバーランド有限会社
代表取締役　齋藤　勉

簡易宿所 2016/9/26

ＴＡＫＥＹＡ　ＧＯＪＯ　ＢＥＫＫＡＮ Shimogyo-ku 京都市下京区堺町通五条上る俵屋町２２５番地６
ＪＩＵＮ　ＨＡＯ　ＮＥＯＨ

簡易宿所 2016/9/27

ＴＡＫＥＹＡ　ＧＯＪＯ　ＨＯＮＫＡＮ Shimogyo-ku 京都市下京区堺町通五条上る俵屋町２２５番地８
ＪＩＵＮ　ＨＡＯ　ＮＥＯＨ

簡易宿所 2016/9/27

ゲストハウス　トマローカ文覚町 Shimogyo-ku 京都市下京区東中筋通七条上る文覚町３９４番地３
トマローカ合同会社
代表社員　ウイッティ・トーマス

簡易宿所 2016/9/27

90 ページ Shimogyo-ku



List of Accommodations/Facilities(31 May 2018) ※営業実態が確認できない施設は掲載していません。

Name of Accommodations/Facilities City Ward Address Name of Applicant
Type of
Accommodation

Date permission
was received

木下 Shimogyo-ku 京都市下京区木屋町通松原下る材木町４３６番地２
木下　栄一

簡易宿所 2016/10/11

ホテルカンラ京都 Shimogyo-ku 京都市下京区烏丸通六条下る北町１９０番地
ＵＤＳ株式会社
代表取締役　中川　敬文

ホテル 2016/10/14

朱雀庵 Shimogyo-ku 京都市下京区中堂寺南町１０番地１９
北村　喜子

簡易宿所 2016/10/17

Ｅｌｉｔｚ　ＩＮＮ　Ｔｈｉｒｄ Shimogyo-ku
京都市下京区堺町通松原下る鍛冶屋町２５７番地
１階

株式会社　エリッツホールディングス
代表取締役　槙野　常美

簡易宿所 2016/10/17

松葉家旅館　新館 Shimogyo-ku
京都市下京区上珠数屋町通東洞院西入上珠数屋町
３２７番地

有限会社　松葉家旅館
代表取締役　林　俊一

旅館 2016/10/20

ＴＯＫＩＷＡＳＯ Shimogyo-ku 京都市下京区西木屋町通五条下る平居町２３番地
合同会社　町舗
代表社員　張　華

簡易宿所 2016/10/21

ｋｅｔｅ Shimogyo-ku
京都市下京区柳馬場通松原下る忠庵町２９６番地１
階

中田　優
簡易宿所 2016/11/2

京宿家　有隣しらたけ庵 Shimogyo-ku
京都市下京区富小路通松原下る本上神明町４４４番
地２

株式会社　ＦＯＲＧＥＤ
代表取締役　黒川　暁子

簡易宿所 2016/11/7

京宿　おから Shimogyo-ku
京都市下京区西洞院通花屋町下る西洞院町４７７番
地

森　宏午
簡易宿所 2016/11/8

Kyoto Knot Vacation House Shimogyo-ku 京都市下京区西洞院通五条下る小柳町５０８番地１
大八木　一秀

簡易宿所 2016/11/8

逸客館 Shimogyo-ku 京都市下京区小坂町２２番地１３
龔　潔

簡易宿所 2016/11/8

五条　たかせ庵 Shimogyo-ku 京都市下京区寺町通五条上る西橋詰町７７１番地４
田中　彰子

簡易宿所 2016/11/11

ＡＹＡ　ＧＵＥＳＴ　ＨＯＵＳＥ Shimogyo-ku
京都市下京区綾小路通柳馬場西入綾材木町２００
番地４

中島　文恵
簡易宿所 2016/11/11

京町家の宿　雅樂庵 Shimogyo-ku
京都市下京区西木屋町通五条下る南京極町７４番
地１

坂田　幸雅
簡易宿所 2016/11/14

御宿　妙庵 Shimogyo-ku 京都市下京区中堂寺前田町２８番地２３
松井　妙子

簡易宿所 2016/11/14

雪佳庵 Shimogyo-ku
京都市下京区西洞院通六条下る西側町４９２番地
２，５０４番地

藤井　詔子
簡易宿所 2016/11/15

京町や　ｉｎｎ　洛央庵 Shimogyo-ku 京都市下京区柳馬場通松原下る忠庵町２９９番地５
株式会社　通販工房
代表取締役　太期　一樹

簡易宿所 2016/11/15

東本願寺　門前　京のお宿　華な乃 Shimogyo-ku 京都市下京区東洞院通花屋町下る富田町３６４番地
才藤　詔子

簡易宿所 2016/11/17

鈴　松原高瀬川 Shimogyo-ku
京都市下京区木屋町通松原下る材木町４２３番地
１，４２３番地２

株式会社　レアル
代表取締役　児玉　舟

簡易宿所 2016/11/21

和嘉彌屋　別荘　壱 Shimogyo-ku
京都市下京区河原町通上枳殻馬場上る若宮町４６５
番地６

西光堂パートナーズ株式会社
代表取締役　入江　真吾

簡易宿所 2016/11/21

和嘉彌屋　別荘　弐 Shimogyo-ku
京都市下京区河原町通上枳殻馬場上る若宮町４６５
番地７

西光堂パートナーズ株式会社
代表取締役　入江　真吾

簡易宿所 2016/11/21

和嘉彌屋　別荘　四 Shimogyo-ku
京都市下京区河原町通上枳殻馬場上る若宮町４６５
番地１

西光堂パートナーズ株式会社
代表取締役　入江　真吾

簡易宿所 2016/11/21

ゲストハウス　京都イン Shimogyo-ku
京都市下京区朱雀正会町１５番地ゲストハウス　京
都イン　１階，２階

コスモテック株式会社
代表取締役　山崎　一男

簡易宿所 2016/11/21
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ＫＯＴＡＫＥ Shimogyo-ku
京都市下京区河原町通松原上る西入幸竹町３８３番
地

Lawrence　Edward　Gaun
簡易宿所 2016/11/24

ゲストハウス　イワキ Shimogyo-ku
京都市下京区柳馬場通高辻下る吉文字町４２８番地
１

株式会社　ＩＷＡＫＩＳＴＹＬＥ
代表取締役　岩城　聖治

簡易宿所 2016/11/24

ＢＬＵＥ　ＨＯＵＲ　ＩＮＮ　ＫＹＯＴＯ Shimogyo-ku
京都市下京区不明門通五条下る上平野町４５１番地
ＮＥＯ．ＶＩＮＴＡＧＥ．ＢＬＤ．　２階～４階

株式会社　ＩＮＦＩＮＩＴＹ　ＰＬＵＳ
代表取締役　山北　栄治

簡易宿所 2016/11/24

樂洛菴 Shimogyo-ku
京都市下京区東中筋通五条下る天使突抜三丁目４
５２番地

吉岡　圭三
簡易宿所 2016/11/28

いちひめ Shimogyo-ku
京都市下京区河原町通上枳殻馬場上る若宮町４６５
番地

廣谷　佳子
簡易宿所 2016/11/30

京小宿　室町ゆとね Shimogyo-ku
京都市下京区室町新町の間松原下る徳万町１９９番
地，２００番地

株式会社　京小宿
代表取締役　針谷　了

簡易宿所 2016/12/1

ＫＹＯＢＵ　烏丸五条 Shimogyo-ku 京都市下京区鍵屋町通烏丸西入鍵屋町３３２番地８
株式会社　沖潮開発
代表取締役　沖潮　吉績

簡易宿所 2016/12/6

一茶居 Shimogyo-ku 京都市下京区西洞院通五条上る八幡町５２５番地９
蘇　広龍

簡易宿所 2016/12/6

京都梅小路民宿 Shimogyo-ku 京都市下京区梅小路石橋町５４番地４
呉　高鶯

簡易宿所 2016/12/13

藏や　上五条町 Shimogyo-ku
京都市下京区大宮通松原下る西側上五条町４０１番
地３

株式会社　エムコンサルト
代表取締役　時﨑　稔

簡易宿所 2016/12/13

京宿家　稚松やまぶき庵 Shimogyo-ku 京都市下京区六条通室町西入西魚屋町２４７番地
株式会社　八清
代表取締役　西村　孝平

簡易宿所 2016/12/13

京宿家　稚松こうばい庵 Shimogyo-ku 京都市下京区六条通室町西入西魚屋町２４７番地１
株式会社　八清
代表取締役　西村　孝平

簡易宿所 2016/12/13

ＪＨＭ京都リゾート室町五条 Shimogyo-ku
京都市下京区室町通五条下る大黒町２１７番地，２１
８番地

向山　剛司
簡易宿所 2016/12/13

京のおおぞら　褒華　東邸 Shimogyo-ku
京都市下京区花屋町通西洞院東入西松屋町５６７
番地

赤澤　林太郎
簡易宿所 2016/12/19

和 Shimogyo-ku 京都市下京区西七条南東野町１８０番地
デス・ペレイト株式会社
代表取締役　木村　祐規

簡易宿所 2016/12/20

懐傳 Shimogyo-ku 京都市下京区小坂町１番地９
株式会社　さいとう
代表取締役　斎藤　卓也

簡易宿所 2016/12/22

Ｌｉｎｋｓ Shimogyo-ku
京都市下京区三ノ宮町通上ノ口下る高宮町２３２番
地３

株式会社　リンクスジャパン
代表取締役　山下　健二

簡易宿所 2016/12/22

さと居　七条壬生　香雪　東雲 Shimogyo-ku 京都市下京区西酢屋町２番地
株式会社　ヘルメトリスト
代表取締役　岩城　哲哉

簡易宿所 2016/12/27

さと居　七条壬生　香雪　明星 Shimogyo-ku 京都市下京区西酢屋町２番地
株式会社　ヘルメトリスト
代表取締役　岩城　哲哉

簡易宿所 2016/12/27

さと居　七条壬生　香雪　千鳥 Shimogyo-ku 京都市下京区西酢屋町２番地
株式会社　ヘルメトリスト
代表取締役　岩城　哲哉

簡易宿所 2016/12/27

七条壬生　はつ名　１０３ Shimogyo-ku 京都市下京区西酢屋町２番地１
株式会社　ヘルメトリスト
代表取締役　岩城　哲哉

簡易宿所 2016/12/27

七条壬生　はつ名　１０２ Shimogyo-ku 京都市下京区西酢屋町２番地１
株式会社　ヘルメトリスト
代表取締役　岩城　哲哉

簡易宿所 2016/12/27

グランキョウトカワラマチ Shimogyo-ku
京都市下京区松原通御幸町西入石不動之町６８０
番地２サンジュマンション２階

株式会社　エス・アール・ティコーポレーション
代表取締役　織部　久典

簡易宿所 2016/12/27
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綵（あやぎぬ） Shimogyo-ku
京都市下京区下魚ノ棚通油小路東入東町２６０番地
２

砂金株式会社
代表取締役　砂金　玲子

簡易宿所 2016/12/27

和嘉彌屋　別荘　参 Shimogyo-ku
京都市下京区河原町通上枳殻馬場上る若宮町４６５
番地８

西光堂パートナーズ株式会社
代表取締役　入江　真吾

簡易宿所 2017/1/11

ゲストハウス　美盧　花畑町邸 Shimogyo-ku 京都市下京区七条通大宮西入花畑町５９２番地５
姜　鷗

簡易宿所 2017/1/11

ゲストハウス　京都　ゴコマチ Shimogyo-ku
京都市下京区御幸町通四条下る大寿町４０２番地四
条ＴＭビル２Ｆ

谷山無線電機株式会社
代表取締役　谷山　吉昭

簡易宿所 2017/1/11

五条　冨士庵 Shimogyo-ku
京都市下京区間之町通五条下る二丁目塗師屋町１
０６番地８

株式会社　京弐
代表取締役　吉田　高代

簡易宿所 2017/1/13

清水 Shimogyo-ku
京都市下京区西木屋町通五条下る南京極町５９番
地９

マ　ムタク
簡易宿所 2017/1/13

Ｇｏｊｏ　Ｐａｒａｄｉｓｏ　Ｇａｒｄｅｎ　Ｈｏｕｓｅ Shimogyo-ku
京都市下京区三ノ宮町通上ノ口上る岩滝町２１７番
地

ミシリ　ヤロン
簡易宿所 2017/1/20

ゲストハウス　鴨川七条 Shimogyo-ku
京都市下京区三ノ宮町通七条上る下三之宮町２９６
番地３

西村　理恵子
簡易宿所 2017/1/20

Ｇｏｊｏ　Ｐａｒａｄｉｓｏ　Ｗｈｉｔｅ　Ｈｏｕｓｅ Shimogyo-ku
京都市下京区六軒通高瀬川筋東入早尾町３０６番
地２

ミシリ　ヤロン
簡易宿所 2017/1/20

Ｇｏｊｏ　Ｐａｒａｄｉｓｏ　Ｖｉｐ　Ｈｏｕｓｅ Shimogyo-ku
京都市下京区加茂川端六軒町西入波止土濃町３５
８番地

ミシリ　ヤロン
簡易宿所 2017/1/20

ゲストハウス文目 Shimogyo-ku 京都市下京区朱雀北ノ口町２７番地
竹平　福弥

簡易宿所 2017/1/23

小梅庵 Shimogyo-ku 京都市下京区夷馬場町５番地１３
兼田　環

簡易宿所 2017/1/31

京都高瀬川別邸 Shimogyo-ku
京都市下京区木屋町通正面下る十禅師町１９６番地
３

株式会社　桜花爛漫
代表取締役　滝本　住雄

旅館 2017/1/31

ゲストハウス　洛兆　はなれ Shimogyo-ku
京都市下京区北小路通東中筋東入高雄町３７８番
地２

株式会社　洛兆
代表取締役　近藤　貞子

簡易宿所 2017/1/31

宿きらまち　Ｇ Shimogyo-ku
京都市下京区綾小路通西洞院東入新釜座町７２２
番地

合同会社　ＭＧＣ
代表社員　キラエリ・モアテス

簡易宿所 2017/2/1

花火 Shimogyo-ku 京都市下京区夷馬場町２番地３５
デス・ペレイト株式会社
代表取締役　木村　祐規

簡易宿所 2017/2/1

京都駅前町家　嘉右衛門 Shimogyo-ku 京都市下京区七条通新町東入新シ町１４０番地
ＣＨＡＰＴＥＲ株式会社
代表取締役　大八木　昭壽

簡易宿所 2017/2/1

メゾンドココ Shimogyo-ku
京都市下京区花屋町通櫛笥西入薬園町１７０番地４
メゾンドココ５０２号室

内藤　慎二
簡易宿所 2017/2/3

ＫＹＯＢＵ四条烏丸 Shimogyo-ku 京都市下京区仏光寺通寺町西入大黒町２６６番地７
北山貿易株式会社
代表取締役　李　文文

簡易宿所 2017/2/3

京都まちやど　若宮五条Ⅰ Shimogyo-ku 京都市下京区若宮通五条上る布屋町９２番地
株式会社　ワンブロック
代表取締役　辻本　祐介

簡易宿所 2017/2/6

庵町家ステイ 北 小田原町町家 Shimogyo-ku
京都市下京区室町新町の間五条上る小田原町２２７
番地

株式会社　庵町家ステイ
代表取締役　三浦　充博

簡易宿所 2017/2/6

庵町家ステイ 南 小田原町町家 Shimogyo-ku
京都市下京区室町新町の間五条上る小田原町２２７
番地

株式会社　庵町家ステイ
代表取締役　三浦　充博

簡易宿所 2017/2/6

Ｊａｐａｎｉｎｇ　Ｈｏｔｅｌ　Ｋｙｏｔｏ Shimogyo-ku
京都市下京区下松屋町通松原下る上長福寺町２３５
番地

株式会社　櫻・Ｓｕｎｂｒｉｇｈｔ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ
代表取締役　木下　太一

簡易宿所 2017/2/9
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ＧＵＥＳＴ　ＯＮＥ　ＫＹＯＴＯ Shimogyo-ku 京都市下京区木屋町通七条下る若宮町４７２番地２
有限会社　カリヤス
取締役　苅安　秀雄

簡易宿所 2017/2/9

ＫＹＯＳＴＡＹいろは　梅小路 Shimogyo-ku 京都市下京区大宮通七条上る御器屋町３７番地
株式会社　東寺ハウジング
代表取締役　古田　彰男

簡易宿所 2017/2/9

雅 Shimogyo-ku 京都市下京区夷馬場町２０番地５
株式会社　Ｈｏｕｓｅｌｉｆｅ
代表取締役　張　雯雯

簡易宿所 2017/2/13

Ｇｕｅｓｔ　Ｈｏｕｓｅ　Ｎｏｂｉ Shimogyo-ku 京都市下京区岩上通木津屋橋下る松本町１１８番地
田中　亮次

簡易宿所 2017/2/13

宿きらまち　Ａ Shimogyo-ku
京都市下京区綾小路通西洞院東入新釜座町７２２
番地８

合同会社　ＭＧＣ
代表社員　キラエリ・モアテス

簡易宿所 2017/2/13

宿きらまち　Ｂ Shimogyo-ku
京都市下京区綾小路通西洞院東入新釜座町７２２
番地７

合同会社　ＭＧＣ
代表社員　キラエリ・モアテス

簡易宿所 2017/2/13

京都　室町　如意庵 Shimogyo-ku
京都市下京区西洞院通綾小路下る綾西洞院町７４１
番地９

北山貿易株式会社
代表取締役　李　文文

簡易宿所 2017/2/14

京都　室町　吉祥庵 Shimogyo-ku
京都市下京区油小路通綾小路下る風早町５６９番地
２１

北山貿易株式会社
代表取締役　李　文文

簡易宿所 2017/2/14

霞（Ｋａｓｕｍｉ） Shimogyo-ku
京都市下京区三ノ宮町通七条上る下三之宮町２９７
番地２

株式会社　カヨウ
代表取締役　王　維

簡易宿所 2017/2/17

鴨川リバーサイド Shimogyo-ku
京都市下京区木屋町通松原上る二丁目和泉屋町１
６２番地　５階

北川　哲也
簡易宿所 2017/2/20

三元 Shimogyo-ku 京都市下京区梅小路東町４１番地７
株式会社　洛
代表取締役　王　穎

簡易宿所 2017/2/20

京宿家　淳風ひすい庵 Shimogyo-ku 京都市下京区花屋町通櫛笥西入薬園町１５０番地３
株式会社　アールエンタープライズ
代表取締役　西田　誠

簡易宿所 2017/2/20

梅ノ戸庵　堺町別邸 Shimogyo-ku 京都市下京区堺町通五条上る俵屋町２０５番地４
畑　尚樹

簡易宿所 2017/2/23

わびさび Shimogyo-ku 京都市下京区西七条南東野町１８０番地
茶谷　義高

簡易宿所 2017/2/27

文　Ａｙａ　ｉｎｎ　烏丸五条 Shimogyo-ku
京都市下京区不明門通五条下る上平野町４６０番地
１

アヤエル株式会社
代表取締役　李　文子

簡易宿所 2017/2/27

ＧＵＥＳＴ　ＨＯＵＳＥ　ＳＨＩＪＯ Shimogyo-ku 京都市下京区醒ヶ井通仏光寺下る荒神町４６５番地
漢和株式会社
代表取締役　翁　翠端

簡易宿所 2017/2/27

夕禅 Shimogyo-ku 京都市下京区西七条北東野町１１５番地
株式会社　Ｊ・ＳＴＹＬＥ
代表取締役　稲垣　康生

簡易宿所 2017/2/28

Ｇｕｅｓｔ　Ｈｏｕｓｅ　Ｏｎｅ　Ｍｏｒｅ　Ｈｅａｒｔ　ａｔ　Ｓｈｉｃ
ｈｉｊｏ　Ｏｍｉｙａ　１

Shimogyo-ku 京都市下京区櫛笥通丹波口下る裏片町１９６番地１
株式会社　Ｏｎｅ　Ｍｏｒｅ　Ｈｅａｒｔ
代表取締役　吉田　奨

簡易宿所 2017/3/3

ＣＭＭ京都駅前 Shimogyo-ku 京都市下京区東塩小路向畑町２０番地７，２０番地８
株式会社　長栄
代表取締役　長田　修

簡易宿所 2017/3/8

福家　五条高瀬川 Shimogyo-ku
京都市下京区西高瀬川筋五条下る聖真子町８２番
地３

株式会社　好時
代表取締役　郝　石

簡易宿所 2017/3/14

京と家　六条 Shimogyo-ku 京都市下京区西洞院通六条下る西側町４９９番地
株式会社　クローバー
代表取締役　橋本　邦大

簡易宿所 2017/3/14

雲・小波 Shimogyo-ku
京都市下京区西木屋町通松原下る難波町４２０番地
１０

株式会社　恒心堂
代表取締役　チャンシャオマン

簡易宿所 2017/3/15

宿きらまち　Ｃ Shimogyo-ku
京都市下京区綾小路通西洞院東入新釜座町７２２
番地６

合同会社　ＭＧＣ
代表社員　キラエリ・モアテス

簡易宿所 2017/3/16
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相鉄フレッサイン　京都四条烏丸 Shimogyo-ku
京都市下京区綾小路通烏丸西入童侍者町１６０番
地

株式会社相鉄ホテルマネジメント
代表取締役　吉田　修

ホテル 2017/3/21

泰明 Shimogyo-ku
京都市下京区油小路通花屋町下る仏具屋町２２７番
地１

株式会社　Ｔ＆Ｃ
代表取締役　金城　宏樹

簡易宿所 2017/3/21

ＫＡＭＯ　ＲＩＶＥＲ　７ Shimogyo-ku
京都市下京区七条通加茂川筋西入稲荷町４５３番
地

ニオ　スン　ヘン
簡易宿所 2017/3/23

ホテルエムズ・エスト　四条烏丸 Shimogyo-ku
京都市下京区東洞院通四条下る元悪王子町４１番
地

株式会社　ホテルエムズ
代表取締役　村田　博司

ホテル 2017/3/27

花鈴 Shimogyo-ku
京都市下京区下松屋町通松原下る二丁目下長福寺
町２６４番地

林　敬子
簡易宿所 2017/3/30

京都まちやど　若宮五条Ⅱ Shimogyo-ku 京都市下京区若宮通五条上る布屋町９２番地１
株式会社　ワンブロック
代表取締役　辻本　祐介

簡易宿所 2017/3/31

プライベートレジデンス京都駅 Shimogyo-ku 京都市下京区七条通堀川西入八百屋町１５番地
レイバーランド有限会社
代表取締役　齋藤　勉

簡易宿所 2017/4/7

京の宿　枳殻庵（キコクアン） Shimogyo-ku 京都市下京区七条通間之町東入材木町４５６番地７
山上　貴大

簡易宿所 2017/4/7

ＫＹＯＢＵ堀川六条 Shimogyo-ku
京都市下京区油小路通六条上る卜味金仏町１７８番
地９

株式会社　沖潮開発
代表取締役　沖潮　吉績

簡易宿所 2017/4/7

宿きらまち　Ｆ Shimogyo-ku
京都市下京区綾小路通西洞院東入新釜座町７２２
番地３

合同会社　ＭＧＣ
代表社員　キラエリ・モアテス

簡易宿所 2017/4/13

麻呂家　万寿庵 Shimogyo-ku 京都市下京区中堂寺庄ノ内町３２番地１
アジアンエージェンシー合同会社
代表社員　福井　清高

簡易宿所 2017/4/19

京宿家　築 Shimogyo-ku
京都市下京区柳馬場通仏光寺下る万里小路町１７５
番地

築キャピタル株式会社
代表取締役　髙塚　優

簡易宿所 2017/4/19

京都旅宿　小春日和 Shimogyo-ku 京都市下京区西新屋敷下之町６番地３
村中株式会社
代表取締役　林　詩哲

簡易宿所 2017/4/19

谷町君　八尾家 Shimogyo-ku 京都市下京区西洞院通五条上る八幡町５２５番地９
株式会社　谷町君
代表取締役　朴　桂香

簡易宿所 2017/4/20

Ｓａｋｕｒａ　Ｒｉｖｅｒ　Ｉｎｎ　　Ⅰ Shimogyo-ku
京都市下京区河原町通松原上る清水町４５４番地２
１　１階

ＧＲＯＭＡ株式会社
代表取締役　津田　真由美

簡易宿所 2017/4/20

Ｓａｋｕｒａ　Ｒｉｖｅｒ　Ｉｎｎ　　Ⅱ Shimogyo-ku
京都市下京区河原町通松原上る清水町４５４番地２
１　２階

ＧＲＯＭＡ株式会社
代表取締役　津田　真由美

簡易宿所 2017/4/20

麻呂家　双鳩庵 Shimogyo-ku 京都市下京区中堂寺北町１８番地
アジアンエージェンシー合同会社
代表社員　福井　清高

簡易宿所 2017/4/21

ＦＵＪＩＴＡＹＡ Shimogyo-ku 京都市下京区西七条北西野町３７番地１
株式会社　Ｆｅｅｌ　Ｊａｐａｎ
代表取締役　藤田　勝光

簡易宿所 2017/4/28

京華宿　本邸 Shimogyo-ku
京都市下京区松原通堀川西入北側来迎堂町７２１
番地３

合同会社　平埜屋
代表社員　比良野　圭太

簡易宿所 2017/4/28

さと居　青柿 Shimogyo-ku
京都市下京区下松屋町通松原下る二丁目下長福寺
町２７６番地

株式会社　ヘルメトリスト
代表取締役　岩城　哲哉

簡易宿所 2017/4/28

おおきにホテルズ烏丸五条アパートメント Shimogyo-ku
京都市下京区新町通五条下る蛭子町１０６番地ベル
ヴィ五条　９階　９０６号室

株式会社おおきにホテルズ
代表取締役　植松　佳織

簡易宿所 2017/5/2

西七条ゲストハウス（洛粋庵） Shimogyo-ku 京都市下京区西七条西八反田町８２番地
河内　久義

簡易宿所 2017/5/8

京　Suite　華な乃 Shimogyo-ku 京都市下京区楊梅通新町東入上柳町２２５番地２
才藤　詔子

簡易宿所 2017/5/9
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まゆみ Shimogyo-ku 京都市下京区夷馬場町４５番地４
有限会社　MAERホールディングス
代表取締役　佐藤　まゆみ

簡易宿所 2017/5/11

ＧＵＥＳＴ　ＨＯＵＳＥ　お茶や Shimogyo-ku 京都市下京区西七条北東野町２３番地４
船岡　良三

簡易宿所 2017/5/11

ＪＡＰＡＮＩＮＧ　ＨＯＴＥＬ　島原　別邸 Shimogyo-ku 京都市下京区二人司町１５番地５
株式会社　すまい
代表取締役　中島　幸博

簡易宿所 2017/5/11

烏丸六条ホテル Shimogyo-ku
京都市下京区六条通室町東入東魚屋町２３３番地，
２３５番地２

株式会社ふじさわ
代表取締役　金田　光洋

簡易宿所 2017/5/17

京囲炉裏宿　染　SEN　七条花畑 Shimogyo-ku 京都市下京区七条通大宮西入花畑町５９２番地９
立志社ホスピタリティ株式会社
代表取締役　前田　弘二

簡易宿所 2017/5/17

京囲炉裏宿　染　ＳＥＮ　大宮五条　い Shimogyo-ku
京都市下京区下松屋町通松原下る上長福寺町２４３
番地３

立志社ホスピタリティ株式会社
代表取締役　前田　弘二

簡易宿所 2017/5/17

京囲炉裏宿　染　ＳＥＮ　大宮五条　ろ Shimogyo-ku
京都市下京区下松屋町通松原下る上長福寺町２４６
番地５

立志社ホスピタリティ株式会社
代表取締役　前田　弘二

簡易宿所 2017/5/17

京囲炉裏宿　染　ＳＥＮ　大宮五条　は Shimogyo-ku
京都市下京区下松屋町通松原下る上長福寺町２４６
番地７

立志社ホスピタリティ株式会社
代表取締役　前田　弘二

簡易宿所 2017/5/17

ロマン館　アネックス Shimogyo-ku 京都市下京区若宮通六条下る若宮町５４７番地２Ｆ
株式会社　なごみの輪
代表取締役　浅田　悠里

簡易宿所 2017/5/17

宿　芦刈山 Shimogyo-ku
京都市下京区綾小路通油小路東入芦刈山町１１２
番地２

南部　達彦
簡易宿所 2017/5/17

グランバリュー四条烏丸１００号室 Shimogyo-ku
京都市下京区松原通西洞院東入藪下町２０番地７
１階

シマダアセットパートナーズ株式会社
代表取締役　島田　成年

簡易宿所 2017/5/24

Ｓｔａｙ　ｉｎｎ　Ｋｙｏｔｏ　Ｇｏｊｏ Shimogyo-ku
京都市下京区下松屋町通松原下る上長福寺町２２９
番地１，２３０番地，２１６番地３

株式会社　ＦＡＬＤＩＣ
代表取締役　大山　彩

簡易宿所 2017/5/29

こきんせ Shimogyo-ku 京都市下京区西新屋敷中堂寺町６０番地２
矢部　浩二郎

簡易宿所 2017/5/30

京囲炉裏宿　染　SEN　七条壬生 Shimogyo-ku 京都市下京区西酢屋町１０番地８，１０番地９
立志社ホスピタリティ株式会社
代表取締役　前田　弘二

簡易宿所 2017/5/31

雲・小杉 Shimogyo-ku 京都市下京区松原通堺町東入杉屋町２８２番地３
株式会社　恒心堂
代表取締役　チャンシャオマン

簡易宿所 2017/6/6

ゲストハウス　空 Shimogyo-ku
京都市下京区油小路通六条下る西若松町２７５番地
５

株式会社　ビーサイドコネクト
代表取締役　西村　直起

簡易宿所 2017/6/9

髙瀬川　京乃家　South Shimogyo-ku
京都市下京区西木屋町通五条下る南京極町４８番
地１

株式会社　京乃家
代表取締役　野村　宏

簡易宿所 2017/6/12

高瀬川　花篝 Shimogyo-ku 京都市下京区木屋町通松原下る材木町４４６番地
株式会社アディー
代表取締役　関根　義之

簡易宿所 2017/6/14

ＣＯＴＯ京都　西本願寺 Shimogyo-ku
京都市下京区下松屋町通花屋町下る突抜二丁目３
６８番地１３

株式会社　古都
代表取締役　石井　光一

簡易宿所 2017/6/14

高瀬川　花衣（はなごろも） Shimogyo-ku
京都市下京区木屋町通松原下る材木町４４６番地１
１

株式会社　アディー
代表取締役　関根　義之

簡易宿所 2017/6/14

いちえ庵 Shimogyo-ku
京都市下京区不明門通五条下る上平野町４４６番地
４

リアルエステート＆ダイバーシティ株式会社
代表取締役　山田　滋彦

簡易宿所 2017/6/14

Ｇｕｅｓｔ　Ｉｎｎ　Ｋｙｏｔｏ　雅楽 Shimogyo-ku 京都市下京区中堂寺前田町１４番地３，１４番地６
株式会社　ハウスクリエイト
代表取締役　中村　英哲

簡易宿所 2017/6/15

レジステイ烏丸五条 Shimogyo-ku 京都市下京区烏丸通五条下る大坂町３８７番地２
株式会社　フレール
代表取締役　和田　真美

簡易宿所 2017/6/15
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Ｈｏｕｚｅ　１ｓｔ（ハウズ　ファースト） Shimogyo-ku
京都市下京区下松屋町通松原下る二丁目下長福寺
町２６４番３の一部

株式会社　ゲストハウスイン
代表取締役　中村　淳

ホテル 2017/6/16

響 Shimogyo-ku
京都市下京区油小路通花屋町下る仏具屋町２３８番
地２

株式会社　Ｍ
代表取締役　武藤　雅浩

簡易宿所 2017/6/19

清水エグゼ Shimogyo-ku
京都市下京区三ノ宮町通上ノ口上る岩滝町２１５番
地

株式会社　恒心堂
代表取締役　チャンシャオマン

簡易宿所 2017/6/19

ＳＷＥＥＴ　ＨＯＵＳＥ Shimogyo-ku
京都市下京区猪熊通木津屋橋下る金換町８５番地Ａ
－ｏｎｅビル　１Ｆ

畑　剣太郎
簡易宿所 2017/6/19

六条宿所Ⅰ Shimogyo-ku
京都市下京区東中筋通六条上る天使突抜四丁目４
５９番地

柴垣　栄子
簡易宿所 2017/6/23

GUEST HOUSE hachi Shimogyo-ku 京都市下京区西新屋敷揚屋町４６番地３
村上　拓司

簡易宿所 2017/6/27

善　麸屋町 Shimogyo-ku
京都市下京区麩屋町通松原下る上鱗形町５１６番地
３

三和プロパティマネジメント株式会社
代表取締役　森本　季伸

簡易宿所 2017/6/27

ＭＲＦ Shimogyo-ku
京都市下京区綾小路通寺町西入足袋屋町３３０番
地４　１階，２階

株式会社　ＭＲＦ
代表取締役　藤原　直治

簡易宿所 2017/6/27

梅小路庵 Shimogyo-ku 京都市下京区和気町１４番地４９
小川　敬也

簡易宿所 2017/6/28

京町家　吉敦世　梅小路 Shimogyo-ku 京都市下京区朱雀内畑町２５番地
板倉　秀典

簡易宿所 2017/6/29

京都　桜邸 Shimogyo-ku
京都市下京区正面通木屋町東入南側山王町４８６
番地，３３４番地

黒田　晶子
簡易宿所 2017/6/29

洛　綾み屋 Shimogyo-ku 京都市下京区大宮通綾小路下る綾大宮町５４番地２
株式会社　三川
代表取締役　王　穎

簡易宿所 2017/6/29

洛　小泉 Shimogyo-ku
京都市下京区五条通油小路西入北側小泉町１０９
番地，１１０番地，１１０番地２　２階

株式会社　三川
代表取締役　王　穎

簡易宿所 2017/6/29

サンクレスト松原ゲストハウス Shimogyo-ku
京都市下京区東中筋通松原下る天使突抜一丁目３
５３番地４　２階

山住　健市
簡易宿所 2017/6/29

漫屋（ｍａｎ－ｙａ） Shimogyo-ku 京都市下京区梅小路本町２２番地
馮　建焜

簡易宿所 2017/7/4

葵　綾小路橋 Shimogyo-ku
京都市下京区西木屋町通松原上る三丁目市之町２
６０番地７

株式会社　葵ホテル＆リゾート
代表取締役　根岸　良子

簡易宿所 2017/7/4

レジステイ麩屋町 Shimogyo-ku
京都市下京区麩屋町通松原下る上鱗形町５０９番地
１

株式会社　ＫＡＳＨＩＲＯ
代表取締役　木場　信行

簡易宿所 2017/7/4

つきひの家 Shimogyo-ku 京都市下京区諏訪開町２２番地１
株式会社　カルシウム
代表取締役　馬越　康晴

簡易宿所 2017/7/5

紀秀　京都 Shimogyo-ku
京都市下京区塩小路通高倉上ル東塩小路向畑町２
０番地３　１階

永峰　一秀
簡易宿所 2017/7/5

庵町家ステイ筋屋町町家 Shimogyo-ku
京都市下京区富小路通仏光寺下る筋屋町１４４番地
６

株式会社　庵町家ステイ
代表取締役　三浦　充博

簡易宿所 2017/7/11

京都　室町　宝珠庵 Shimogyo-ku
京都市下京区油小路通綾小路下る風早町５６９番地
２０

北山貿易株式会社
代表取締役　李　文文

簡易宿所 2017/7/11

８ＩＮＮ　四条烏丸 Shimogyo-ku
京都市下京区油小路通綾小路下る風早町５６６番地
１　１Ｆ西側

株式会社　エイトアンドワイ
代表取締役　山本　万莉

簡易宿所 2017/7/18

古都音 Shimogyo-ku 京都市下京区土手町通正面上る溜池町３７３番地２
見目　良一

簡易宿所 2017/7/21
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平旅籠 ひばり Shimogyo-ku 京都市下京区朱雀分木町５７番地２，５７番地３
鎌塚　慶一郎

簡易宿所 2017/7/31

京都ハウス Shimogyo-ku 京都市下京区小坂町１６番地２５
株式会社　ライクシェア
代表取締役　髙倉　優樹

簡易宿所 2017/7/31

ギャラリーのざわｉｎｎ Shimogyo-ku 京都市下京区花屋町通櫛笥西入薬園町１５１番地
山田　好子

簡易宿所 2017/8/7

京町家貸切宿　高瀬川七条 Shimogyo-ku
京都市下京区三ノ宮町通正面下る上三之宮町２７９
番地

株式会社　ＫＢコーポレーション
代表取締役　小林　裕也

簡易宿所 2017/8/8

ザ・レジデンス馨 Shimogyo-ku
京都市下京区間之町通六条下る夷之町９２番地・９
７番地合併７

合同会社　ＮＪＢ　ＰＡＲＴＮＥＲＳ
代表社員　蒋　禎欣

簡易宿所 2017/8/8

京の宿　西大路 Shimogyo-ku 京都市下京区七条御所ノ内北町４７番地１
森　徳太郎

簡易宿所 2017/8/8

ＩＲＯ　ＨＯＴＥＬ　河原町 Shimogyo-ku
京都市下京区松原通麩屋町東入石不動之町６９２
番地３

株式会社　清栄コーポレーション
代表取締役　清水　武善

簡易宿所 2017/8/8

友楽家 Shimogyo-ku 京都市下京区西木屋町通五条下る南京極町４８番２
株式会社　オシドリ
代表取締役　呂楽陽

簡易宿所 2017/8/8

Ｓｔａｙ　ｉｎｎ　Ｋｙｏｔｏ　Ｇｏｊｏ Shimogyo-ku
京都市下京区下松屋町通松原下る上長福寺町２１６
番地３

株式会社　ＳＫ５
代表取締役　大山　俊次

簡易宿所 2017/8/9

Ｓｔａｙ　ｉｎｎ　Ｋｙｏｔｏ　Ｓｈｉｊｏ－Ｏｍｉｙａ Shimogyo-ku 京都市下京区黒門通綾小路下る塩屋町１８８番地
株式会社　ＳＫ５
代表取締役　大山　俊次

簡易宿所 2017/8/9

京宿しらさぎ Shimogyo-ku
京都市下京区木屋町通五条下る都市町１４３番地２
２

有限会社　しらさぎ
代表取締役　豊田　かおり

簡易宿所 2017/8/14

ＫＯＴＯＮＯＹＡ Shimogyo-ku 京都市下京区高辻通麩屋町西入雁金町１７０番地
東　咲紀

簡易宿所 2017/8/14

ゲストハウス極楽堂 Shimogyo-ku 京都市下京区七条通烏丸西入西境町１６７番地
田中　寿尚

簡易宿所 2017/8/14

月　Ｔｓｕｋｉ Shimogyo-ku 京都市下京区朱雀宝蔵町１０３番地
株式会社　桜庵
代表取締役　種村　智子

簡易宿所 2017/8/14

ゲストハウス烏丸 Shimogyo-ku
京都市下京区上珠数屋町通東洞院西入上珠数屋町
３２２番地

窪田　孝治
簡易宿所 2017/8/15

京町家　はんなり Shimogyo-ku 京都市下京区高倉通仏光寺下る新開町３９７番地２
株式会社　はんなり
代表取締役　矢田　しのぶ

簡易宿所 2017/8/17

幸・ＫＯＨ Shimogyo-ku
京都市下京区仏光寺通麩屋町西入仏光寺東町１２
７番地１１

橋本　幸司
簡易宿所 2017/8/23

ＨＯＴＥＬ　ＫＵＵ　ＫＹＯＴＯ Shimogyo-ku
京都市下京区不明門通下珠数屋町上る卓屋町５８
番地　他

株式会社　インセンティア
代表取締役　南　宏燎

ホテル 2017/8/23

鈴　平安大宮 Shimogyo-ku 京都市下京区七条通大宮西入花畑町５９１番地１３
株式会社　レアル
代表取締役　児玉　舟

簡易宿所 2017/8/23

Ｅｌｉｔｚ　ＩＮＮ　四条烏丸 Shimogyo-ku
京都市下京区四条通新町東入月鉾町５９番地４階
～１０階

株式会社　エリッツホールディングス
代表取締役　槇野　常美

簡易宿所 2017/8/31

櫞舎　隠西願寺 Shimogyo-ku 京都市下京区若宮通六条下る若宮町５４９番地２
ＳＴＡＲＳＧＲＯＵＰ株式会社
代表取締役　任　琰

簡易宿所 2017/8/31

櫞舎　隠東願寺 Shimogyo-ku 京都市下京区若宮通六条下る若宮町５４９番地３
ＳＴＡＲＳＧＲＯＵＰ株式会社
代表取締役　任　琰

簡易宿所 2017/8/31
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清泉 Shimogyo-ku 京都市下京区御幸町通松原下る須浜町６４７番地
株式会社エタニティポラリス
代表取締役　姜　康董

簡易宿所 2017/8/31

風雅別邸　京都五条 Shimogyo-ku 京都市下京区中堂寺北町３８番地６
株式会社オックスコンサルティング
代表取締役　原　康雄

簡易宿所 2017/9/4

旅籠　吾妻 Shimogyo-ku 京都市下京区二人司町３番地３
安本　幸浩

簡易宿所 2017/9/8

ＨＯＳＴＥＬ　ＫＹＯＴＯ　ＫＩＺＵＮＡ Shimogyo-ku
京都市下京区高倉通五条下る三丁目升屋町６５番
地２

株式会社　トレンディ
代表取締役　杉岡　孝司

簡易宿所 2017/9/15

彩韵閣 Shimogyo-ku 京都市下京区西七条西八反田町６３番地
陳　麗麗

簡易宿所 2017/9/19

お宿　やおよろず中堂寺 Shimogyo-ku 京都市下京区中堂寺前田町１２番地１８
やおよろず株式会社
代表取締役　津田　はるな

簡易宿所 2017/9/20

Ｈｅｌｌｏ　Ｈｏｓｔａｌ Shimogyo-ku 京都市下京区寺町通五条上る西橋詰町７６３番地１
株式会社　ＴＯＫＩ－ＷＡ－ＳＯＨ
代表取締役　岩田　礼子

簡易宿所 2017/9/20

第一グランドホステル京都 Shimogyo-ku
京都市下京区下珠数屋町通間之町西入西玉水町２
８６番地

株式会社　セントラルシティ
代表取締役　阪本　晃

簡易宿所 2017/9/20

ドミール東洞院 Shimogyo-ku
京都市下京区東洞院通七条上る飴屋町２４３番地，
２４５番地ドミール東洞院　１０６号室

株式会社　古瀬組
代表取締役　古瀬　雅章

簡易宿所 2017/9/20

京の宿　鴨川庵　日輪 Shimogyo-ku 京都市下京区加茂川端上ノ口下る菊屋町３７３番地
株式会社ティー・エス・ケー
代表取締役　中谷　博

簡易宿所 2017/9/21

京の宿　鴨川庵　月輪 Shimogyo-ku 京都市下京区加茂川端上ノ口下る菊屋町３７３番地
株式会社ティー・エス・ケー
代表取締役　中谷　博

簡易宿所 2017/9/21

Apartment Hotel 7key S Kyoto Shimogyo-ku 京都市下京区新町通綾小路下る船鉾町４０４番地
アルボル株式会社
代表取締役　佐々木　正治

簡易宿所 2017/9/21

SHIN TERRACE & HOSTEL KYOTO Shimogyo-ku 京都市下京区中堂寺南町５９番地７，５９番地８
平田　晋一

簡易宿所 2017/9/21

８ＩＮＮ　五条大宮 Shimogyo-ku
京都市下京区大宮通五条下る中堂寺前町５０２番地
３

株式会社エイトアンドワイ
代表取締役　山本　万莉

簡易宿所 2017/9/22

Fairfield Room Shimogyo-ku
京都市下京区寺町通四条下る貞安前之町６１３番
地，６１４番地４５火除天満宮東風館３階～５階

株式会社Ｕ．Ｋ．ＨＵＭＯＲ
代表取締役　古家　有人

簡易宿所 2017/9/22

えん Shimogyo-ku
京都市下京区木屋町通七条下る東入若宮町４７７番
地２

株式会社　アスト
代表取締役　田中　良次

簡易宿所 2017/9/28

ジャパンホテルズ五条室町ＩＮ京都 Shimogyo-ku
京都市下京区室町通五条上る坂東屋町２６２番地
１，２６２番地２，２６３番地

ジャパンホテルズ株式会社
代表取締役　劉　聖勇

簡易宿所 2017/9/28

ホテルグラッドワン京都七条 Shimogyo-ku
京都市下京区正面通木屋町東入北側鍵屋町３３７
番 京都市下京区三ノ宮町通正面上る富松町２５９番

株式会社グラッドシステムズ
代表取締役　中村　登喜夫

ホテル 2017/10/2

ＳｔａｙＫｙｏｔｏ　ＳＡＫＵＲＡ　西本願寺北Ⅰ Shimogyo-ku
京都市下京区醒ヶ井通六条上る佐女牛井町１７２番
地１

三光ソフランホールディングス株式会社
代表取締役　高橋　誠一

簡易宿所 2017/10/2

雲・風早 Shimogyo-ku 京都市下京区油小路通綾小路下る風早町５６０番地
株式会社恒心堂
代表取締役　チャンシャオマン

簡易宿所 2017/10/3

小満家 Shimogyo-ku
京都市下京区高倉通松原下る西入福田寺町４７番
地１

刘　嵩
簡易宿所 2017/10/3

京宿家　格致あさぎ庵 Shimogyo-ku
京都市下京区醒ケ井通綾小路下る要法寺町４３２番
地１

株式会社モリモトホールディングス
代表取締役　森本　浩義

簡易宿所 2017/10/3

祭　ＭＡＴＳＵＲＩ Shimogyo-ku
京都市下京区仏光寺通油小路東入木賊山町１７３
番地１２

芝田　浩治
簡易宿所 2017/10/11
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げすとはうす京都駅前町家 Shimogyo-ku 京都市下京区若宮通正面下る鍵屋町６４３番地２
武藤　由紀子

簡易宿所 2017/10/11

ＮＩＳＨＩ　ＵＭＥ　ＨＯＵＳＥ Shimogyo-ku 京都市下京区西酢屋町１３番地６４
ＩＳＨＩＮＣＨＩ　ＭＡＮＡＧＥＭＥＮＴ株式会社
代表取締役　シエン・ロン・チョン

簡易宿所 2017/10/11

Ｋｉｋｉ ｃａｓａ Shimogyo-ku 京都市下京区高辻通富小路東入雁金町１６８番地
袁　光泉

簡易宿所 2017/10/11

京のやど古都葉 Shimogyo-ku
京都市下京区木屋町通松原上る美濃屋町１８２番地
３　１階

有限会社ムーンレイズ
代表取締役　田中　麗子

簡易宿所 2017/10/20

ホスタ梅小路　雅 Shimogyo-ku
京都市下京区夷馬場町１番地５諏訪開町３４番地１
４

株式会社ホスタ
代表取締役　東尾　浩史

簡易宿所 2017/10/30

千家　洛苑（らくえん） Shimogyo-ku 京都市下京区七条御所ノ内北町５４番地１
株式会社Ｈｏｕｓｅｌｉｆｅ
代表取締役　張　雯雯

簡易宿所 2017/11/2

凛葩 Shimogyo-ku 京都市下京区仏光寺通新町東入糸屋町２１８番地５
株式会社八清
代表取締役　西村　孝平

簡易宿所 2017/11/2

鈴　五条壬生川　東 Shimogyo-ku 京都市下京区中堂寺前田町５番地２９
株式会社レアル
代表取締役　児玉　舟

簡易宿所 2017/11/6

六条宿所Ⅱ Shimogyo-ku
京都市下京区東中筋通六条上る天使突抜四丁目４
５９番地９

柴垣　栄子
簡易宿所 2017/11/14

ＧＵＥＳＴ　ＨＯＵＳＥ　長迎館 Shimogyo-ku 京都市下京区加茂川端六軒下る八ツ柳町３５０番地
山上　喜志夫

簡易宿所 2017/11/15

藤華 Shimogyo-ku 京都市下京区麩屋町通五条上る下鱗形町５４５番地
ＫＡＮＯ株式会社
代表取締役　加納　ビナ

簡易宿所 2017/11/15

雲・仏光寺 Shimogyo-ku 京都市下京区仏光寺通寺町西入大黒町２７０番地１
株式会社恒心堂
代表取締役　チャンシャオマン

簡易宿所 2017/11/15

Ｌｅ　Ｓｔｕｄｉｏ　五条高倉 Shimogyo-ku
京都市下京区高倉通五条上る亀屋町１６５番地２，１
６６番地２

株式会社ゲストハウスイン
代表取締役　中村　淳

簡易宿所 2017/11/22

Ｒ．ＳＴＡＲ　ＨＯＳＴＥＬ　ＫＹＯＴＯ　ＪＡＰＡＮ Shimogyo-ku 京都市下京区室町通松原下る元両替町２５６番地２
株式会社ホリコＨＤ
代表取締役　堀尾　隆

簡易宿所 2017/11/24

庵町家ステイ　平野町町家 Shimogyo-ku 京都市下京区新町通正面下る平野町７６４番地
株式会社庵町家ステイ
代表取締役　三浦　充博

簡易宿所 2017/11/28

京囲炉裏宿　染　ＳＥＮ　ヘノ彩 Shimogyo-ku
京都市下京区下松屋町通松原下る上長福寺町２１７
番地

田中　浩平
簡易宿所 2017/11/28

No.10 京都 Shimogyo-ku
京都市下京区七条通木屋町上る大宮町２０７番地２
２０８番地１

株式会社テン
代表取締役　中村　伸次

簡易宿所 2017/11/30

聆川舎 Shimogyo-ku 京都市下京区加茂川端正面上る平岡町３７７番地２
辜　石

簡易宿所 2017/12/1

ＪＡＰＡＮＩＮＧ　ＨＯＴＥＬ　大宮松原 Shimogyo-ku 京都市下京区中堂寺西寺町８番地
株式会社ガーネット
代表取締役　中野　拓磨

簡易宿所 2017/12/1

ホスタ梅小路　朱 Shimogyo-ku 京都市下京区朱雀裏畑町５３番地
株式会社ホスタ
代表取締役　東尾　浩史

簡易宿所 2017/12/5

心斋居 Shimogyo-ku
京都市下京区醒ケ井通仏光寺下る荒神町４４９番地
３

リュウ　チン
簡易宿所 2017/12/5

葵　仏光寺橋 Shimogyo-ku
京都市下京区西木屋町通松原上る二丁目天満町４
５６番地１３

株式会社葵ホテル＆リゾート
代表取締役　根岸　良子

簡易宿所 2017/12/11

京都室町　ふじや Shimogyo-ku
京都市下京区油小路通綾小路下る風早町５６９番地
１２

北山貿易株式会社
代表取締役　李　文文

簡易宿所 2017/12/20
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ＳＡＫＵＲＡ　ＩＮＮ Shimogyo-ku
京都市下京区油小路通綾小路下る風早町５６６番地
１西側　コーポ風早３０５

石田　ゆかり
簡易宿所 2017/12/21

木原ビル２０１ Shimogyo-ku
京都市下京区綾小路通東洞院東入神明町２３３番
地３木原ビル２階

株式会社Ｃａｒｌ　Ｖｉｌｌａ
代表取締役　木原　茂成

簡易宿所 2017/12/25

髙瀬川 京乃家　North Shimogyo-ku
京都市下京区西木屋町通五条下る南京極町４８番
地３

株式会社京乃家
代表取締役　野村　宏

簡易宿所 2017/12/25

西新屋敷ホテル Shimogyo-ku 京都市下京区西新屋敷下之町２１番地１０
株式会社オックスコンサルティング
代表取締役　原　康雄

簡易宿所 2017/12/25

京都ゲストハウスあこ屋ぱーる Shimogyo-ku
京都市下京区上珠数屋町通東洞院東入花屋町３８
５番地４

是枝　達郎
簡易宿所 2017/12/28

ゲストハウス　雅 Shimogyo-ku
京都市下京区松原通麩屋町東入石不動之町６９２
番地７

朱　廷吾
簡易宿所 2018/1/5

Kyoto Guest House Ryuou 柳櫻 Shimogyo-ku 京都市下京区西七条北東野町７６番地
王　新

簡易宿所 2018/1/11

あらか西洞院邸 Shimogyo-ku 京都市下京区西洞院通五条下る小柳町５００番地２
株式会社ａｒａｋａ
代表取締役　田中　卓子

簡易宿所 2018/1/11

旅籠廊 Shimogyo-ku 京都市下京区高倉通花屋町下る若松町４３３番地１
アイコホスピタリティ株式会社
代表取締役　堀　正明

簡易宿所 2018/1/11

油小路ホステル Shimogyo-ku
京都市下京区油小路通下魚ノ棚下る油小路町２９５
番地

康威国際株式会社
代表取締役　鄧　景康

簡易宿所 2018/1/11

Ｂｕｄｄｈａ　Ｈｏｕｓｅ Shimogyo-ku
京都市下京区上枳殻馬場通河原町西入八軒町４６
２番地２０

株式会社アパライフクリエイト
代表取締役　田中　裕仁

簡易宿所 2018/1/11

京宿　丸京学林庵 Shimogyo-ku 京都市下京区東中筋通六条下る学林町３０９番地２
株式会社フラット・エージェンシー
代表取締役　吉田　創一

簡易宿所 2018/1/11

牡丹ハウス　別邸 Shimogyo-ku 京都市下京区松原通堺町東入杉屋町２８５番地４
呉　瓊玲

簡易宿所 2018/1/12

ゲストハウス松原堺町 Shimogyo-ku 京都市下京区松原通堺町東入杉屋町２８５番地５
生田目　宮子

簡易宿所 2018/1/12

紡・松原堺町 Shimogyo-ku 京都市下京区松原通堺町東入杉屋町２８５番地６
株式会社レ・コネクション
代表取締役　奥田　久雄

簡易宿所 2018/1/12

鈴　五条壬生川　西 Shimogyo-ku 京都市下京区中堂寺前田町５番地１３
株式会社レアル
代表取締役　児玉　舟

簡易宿所 2018/1/12

葛籠屋町ゲストハウス Shimogyo-ku 京都市下京区高倉通高辻下る葛籠屋町５１８番地
國重　靖子

簡易宿所 2018/1/16

ふじ乃ま Shimogyo-ku
京都市下京区東中筋通六条上る天使突抜四丁目４
７６番地１１

立野　範夫
簡易宿所 2018/1/19

京の宿ＡＺＵ（西大路） Shimogyo-ku 京都市下京区七条御所ノ内南町９３番地１　１階
李　永平

簡易宿所 2018/1/19

京小宿　五条みやび Shimogyo-ku 京都市下京区堺町通五条上る俵屋町２０８番地
ＬＲＣ株式会社
代表取締役　鄧　世敏

簡易宿所 2018/1/22

小太鼓 Shimogyo-ku 京都市下京区仏光寺通寺町西入大黒町２６６番地５
株式会社慶有魚
代表取締役　ウー・ツォンホォエ

簡易宿所 2018/1/24

霖屋 Shimogyo-ku 京都市下京区七条御所ノ内中町１３番地
馬嘉霖

簡易宿所 2018/1/30

Guest House DAIKI Shimogyo-ku
京都市下京区諏訪町通鍵屋町下る下諏訪町３６０番
地

株式会社大喜商店
代表取締役　松本　真明

簡易宿所 2018/1/30
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逢松原京極ハウス Shimogyo-ku
京都市下京区松原通油小路東入天神前町３４９番
地

株式会社トリプル・アイ
代表取締役　武本　昭一

簡易宿所 2018/1/30

桃之屋　ｋｙｏｔｏ　ｓｔａｔｉｏｎ Shimogyo-ku 京都市下京区東堀川通下魚ノ棚下る鎌屋町１３番地
株式会社トラベリンバス
代表取締役　濱田　明

簡易宿所 2018/1/31

アーバン樹下京都駅前 Shimogyo-ku 京都市下京区下魚棚通油小路東入東町５８１番地
株式会社樹下
代表取締役　馬場　尚美

簡易宿所 2018/2/1

Ｍｙ　Ｋ　Ｈｏｕｓｅ Shimogyo-ku 京都市下京区河原町通松原上る清水町２９０番地１
株式会社貴舩
代表取締役　貴舩　登代子

簡易宿所 2018/2/14

ＲＥＳＩＳＴＡＹ　組子　Ａｍａｔｅｒｒａｃｅ Shimogyo-ku
京都市下京区油小路通綾小路下る風早町５６６番地
４

株式会社レジステイ
代表取締役　山越　悠登

簡易宿所 2018/2/15

ＩＲＯＲＩ京都駅東本願寺前 Shimogyo-ku 京都市下京区東洞院通正面東入廿人講町３３番地
株式会社パルプラン
代表取締役　木村　光博

簡易宿所 2018/2/15

ホテルグラッドワン京都四条大宮 Shimogyo-ku 京都市下京区大宮通綾小路下る綾大宮町６６番地
株式会社グラッドシステムズ
代表取締役　中村　登喜夫

ホテル 2018/2/20

在川 Shimogyo-ku 京都市下京区堺町通五条上る俵屋町２２９番地
株式会社エタニティポラリス
代表取締役　姜　康董

簡易宿所 2018/2/23

茶宿　大宮 Shimogyo-ku
京都市下京区綾小路通堀川西入妙満寺町５８６番
地

株式会社マイジョリティサービス
代表取締役　芝田　裕也

簡易宿所 2018/2/26

松石四条烏丸ホステル Shimogyo-ku
京都市下京区仏光寺通新町通東入糸屋町２０９番
地２

松石株式会社
代表取締役　史　林麗

簡易宿所 2018/2/26

清風庵 Shimogyo-ku 京都市下京区中堂寺前田町２８番地１８
株式会社北島
代表取締役　北島　俊英

簡易宿所 2018/2/27

アパホテル〈京都駅北〉 Shimogyo-ku
京都市下京区木津屋橋通新町西入東塩小路町５９
７番地２

アパマンション株式会社
代表取締役　元谷　外志雄

簡易宿所 2018/2/28

季・若宮 Shimogyo-ku
京都市下京区若宮通六条下る若宮町５５４番地３，５
５４番地４，５５４番地５

ＣＯＣＯＲＯｌｉｆｅ株式会社
代表取締役　董　暁霞

簡易宿所 2018/3/6

My Grandmother's House Shimogyo-ku 京都市下京区七条通木屋町上る大宮町２０５番地６
グランピエール　ダヴィッド

簡易宿所 2018/3/12

京和民宿 Shimogyo-ku
京都市下京区木屋町通上ノ口下る富浜町１７８番地
２

万海商事株式会社
代表取締役　王　万海

簡易宿所 2018/3/12

カラタチ七条間之町ジャパンホテルズ Shimogyo-ku 京都市下京区間之町通七条上る堀詰町４４１番地
ジャパンホテルズ株式会社
代表取締役　劉　聖勇

簡易宿所 2018/3/13

ＨＯＴＥＬ　ＥＴＨＮＯＧＲＡＰＨＹ　枳殻の杜 Shimogyo-ku
京都市下京区間之町通上珠数屋町下る打越町３２０
番地

株式会社プロヴァンスコーポレーション
代表取締役　高橋　宏明

簡易宿所 2018/3/13

ゲストハウスゆかり京都 Shimogyo-ku 京都市下京区若宮通松原下る亀屋町３８番地
株式会社アトラス
代表取締役　郭　瑞琴

簡易宿所 2018/3/14

ＳＢホテル　清盛梅花 Shimogyo-ku 京都市下京区梅小路東中町８３番地１
合同会社ベアクル
代表社員　河村　孝志

簡易宿所 2018/3/14

紀秀　京都　華 Shimogyo-ku
京都市下京区塩小路通高倉上る東塩小路向畑町２
０番地３　２０１号室

永峰　一秀
簡易宿所 2018/3/20

紀秀　京都　雪 Shimogyo-ku
京都市下京区塩小路通高倉上る東塩小路向畑町２
０番地３　２０２号室

永峰　一秀
簡易宿所 2018/3/20

ＴＨＥ ＭＡＣＨＩＹＡ　ＨＯＴＥＬ Shimogyo-ku 京都市下京区若宮通七条上る竹屋町６６４番地
株式会社グローバル・ホテルマネジメント
代表取締役　上田　裕彦

簡易宿所 2018/3/22

鈴　万寿寺 Shimogyo-ku
京都市下京区東中筋通五条上る天使突抜二丁目３
８０番地２

株式会社レアル
代表取締役　児玉　舟

簡易宿所 2018/3/22

102 ページ Shimogyo-ku



List of Accommodations/Facilities(31 May 2018) ※営業実態が確認できない施設は掲載していません。

Name of Accommodations/Facilities City Ward Address Name of Applicant
Type of
Accommodation

Date permission
was received

七条むすび屋 Shimogyo-ku 京都市下京区西七条南東野町１８０番地
真木　千佳

簡易宿所 2018/3/22

お宿　はち Shimogyo-ku
京都市下京区下珠数屋町通間之町西入西玉水町２
８１番地

ネット不動産販売株式会社
代表取締役　中嶋　英貴

簡易宿所 2018/3/22

Ｍａａｎａ　Ｋｙｏｔｏ Shimogyo-ku 京都市下京区中堂寺北町３３番地６
ＭＡＡＮＡ　ＪＡＰＡＮ株式会社
代表取締役　塚本　麻未

簡易宿所 2018/3/23

京宿家　築 Shimogyo-ku
京都市下京区柳馬場通仏光寺下る万里小路町１７５
番地

ヒルズホテル投資株式会社
代表取締役　平山　威英

簡易宿所 2018/3/27

京楽 Shimogyo-ku
京都市下京区木屋町通松原下る材木町４２７番地，
４４６番地２７

株式会社京楽
代表取締役　松浦　裕樹

簡易宿所 2018/3/28

幻　毘沙門 Shimogyo-ku 京都市下京区若宮通五条下る毘沙門町４０番地
株式会社Ｍａｌｕｓ
代表取締役　西田　知史

簡易宿所 2018/3/29

Smart Stay SHIZUKU Shimogyo-ku 京都市下京区七条通烏丸東入真苧屋町２１４番地
大王興業株式会社
代表取締役　木原　海龍

簡易宿所 2018/4/2

ＪＱ　Ｖｉｌｌａ　Ｋｙｏｔｏ　Ｍａｔｓｕｂａｒａ Shimogyo-ku
京都市下京区松原通堀川西入北側来迎堂町７２０
番地４

株式会社Ｓｏｃｉｕｓ
代表取締役　澤田　隆司

簡易宿所 2018/4/2

京と家　鴨川五条 Shimogyo-ku
京都市下京区木屋町通六軒上る都市町１４３番地１
５

株式会社金衛
代表取締役　甘　源

簡易宿所 2018/4/4

ザ　ロイヤルパークホテル　京都四条 Shimogyo-ku
京都市下京区烏丸通仏光寺上ル二帖半敷町６６８
番地

株式会社ロイヤルパークホテルズアンドリゾーツ
代表取締役　河野　雅明

ホテル 2018/4/9

サクラゲストハウス Shimogyo-ku 京都市下京区西七条南月読町１０１番地
荻野　和也

簡易宿所 2018/4/10

サンクレスト松原ゲストハウス Shimogyo-ku
京都市下京区東中筋通松原下る天使突抜一丁目３
５３番地４

株式会社ＹＡＭＡＩＣＨＩ
代表取締役　山住　健市

簡易宿所 2018/4/10

ＣａｒｔａＨｏｔｅｌ京都河原町 Shimogyo-ku
京都市下京区河原町通松原上る西入幸竹町３７８番
地１河原町通松原上る清水町２８３番地２

ロジェ株式会社
代表取締役　中川　有紀

ホテル 2018/4/12

Kamogawa Residence Shimogyo-ku
京都市下京区加茂川端六軒町下る八ツ柳町３５６番
地１０

グランピエール　ダヴィッド
簡易宿所 2018/4/12

Kamogawa Machiya Shimogyo-ku
京都市下京区加茂川端六軒町下る八ツ柳町３５６番
地１０

グランピエール　ダヴィッド
簡易宿所 2018/4/12

豪華カプセルホテル Shimogyo-ku
京都市下京区綾小路通東洞院東入神明町２３９番
地１

株式会社サンザ
代表取締役　荻野　小波

簡易宿所 2018/4/16

清水の間 Shimogyo-ku
京都市下京区西木屋町通五条下る南京極町５９番
地９

協行株式会社
代表取締役　馬　梦沢

簡易宿所 2018/4/18

ＦＵＧＡ　ＳＴＡＹ　四条大宮 Shimogyo-ku 京都市下京区岩上通四条下る佐竹町３９６番地
株式会社オックスコンサルティング
代表取締役　原　康雄

ホテル 2018/4/19

風雅別邸　京都丹波口 Shimogyo-ku 京都市下京区中堂寺北町３３番地４５
株式会社オックスコンサルティング
代表取締役　原　康雄

簡易宿所 2018/4/19

水影閣 Shimogyo-ku
京都市下京区加茂川端六軒町上る八ツ柳町３５０番
地１，３５７番地５

株式会社恒心堂
代表取締役　チャンシャオマン

簡易宿所 2018/4/20

ＡＢホテル京都四条堀川 Shimogyo-ku 京都市下京区四条通堀川東入柏屋町５番地
ＡＢホテル株式会社
代表取締役　沓名　一樹

ホテル 2018/4/23

京都雅楼 Shimogyo-ku
京都市下京区高倉通仏光寺上る西前町３６７番地
８，３６７番地９

田阪　裕章
簡易宿所 2018/4/25

Ｓｔａｙ　ＳＡＫＵＲＡ・京都　西本願寺　禅 Shimogyo-ku
京都市下京区大宮通丹波口下る西側大宮一丁目５
７２番地２，５７２番地３，５７２番地５

Ｓｔａｙ　ＪＡＰＡＮ株式会社
代表取締役　髙橋　誠一

簡易宿所 2018/4/26
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ＳＡＩ　ｈｏｔｅｌ（サイ・ホテル） Shimogyo-ku 京都市下京区麩屋町通五条上る下鱗形町５５１番地
株式会社ＳＡＩ企画
代表取締役　齊藤　淑子

簡易宿所 2018/4/26

ＴＯＭＯＲＩ Shimogyo-ku
京都市下京区三ノ宮町通正面上る富松町２５０番地
三ノ宮町通正面上る富浜町１８３番地１

株式会社ものがたり
代表取締役　福下　瑞希

簡易宿所 2018/4/27

Ｒｉｎｎ　Ｈｏｎｇａｎｊｉ Shimogyo-ku 京都市下京区東中筋通六条下る学林町３０２番地１
株式会社レアル
代表取締役　児玉　舟

簡易宿所 2018/5/1

雅－ｍｉｙａｂｉ－四条河原町 Shimogyo-ku
京都市下京区河原町通松原上る二丁目富永町３５９
番地４

Ｂｅｅ　Ｎｅｔ　Ｊａｐａｎ株式会社
代表取締役　大窪　尚武

簡易宿所 2018/5/1

五条　五右衛門 Shimogyo-ku
京都市下京区寺町通五条上る西橋詰町７５９番地，
７９９番地５ＳＡＫＩＺＯ河原町五条ビル４階

田嶋　一博
簡易宿所 2018/5/1

サンオリジン司 Shimogyo-ku
京都市下京区下珠数屋町通間之町西入西玉水町２
８４番地

株式会社５００ＲＰＭ
代表取締役　林　一馬

簡易宿所 2018/5/7

ゲストハウス花　祇園四条店 Shimogyo-ku
京都市下京区河原町通四条下る二丁目稲荷町３３５
番地３階

王　玲
簡易宿所 2018/5/7

ＴＳＵＢＯＭＩ　Ｌｕｘｕｒｙ　Ｉｎｎ Shimogyo-ku
京都市下京区下松屋町通松原下る二丁目下長福寺
町２７８番地７，２７８番地

山下　育世
簡易宿所 2018/5/7

ホテルイルヴェルデ京都 Shimogyo-ku

京都市下京区土手町通正面下る紺屋町378番
地,377番地,379番地,406番地18,406番19,406番地20
河原町通正面下る万屋町332番地,333番地,333番地
3,346番地16,346番地17,346番地18

株式会社ホテルアンドアソシエイツ
代表取締役　清水　雄一郎

ホテル 2018/5/8

弥（ひさし） Shimogyo-ku 京都市下京区西酢屋町２番地２３
王　熒熒

簡易宿所 2018/5/14

京囲炉裏宿　染　ＳＥＮ　七条平安【ドッグフレンド
リー】

Shimogyo-ku 京都市下京区七条通大宮西入花畑町５９１番地２
株式会社立志社
代表取締役　前田　弘二

簡易宿所 2018/5/15

ＣＯＴＯ京都四条大宮４ Shimogyo-ku 京都市下京区大宮通高辻下る高辻大宮町１２２番地
株式会社古都
代表取締役　石井　光一

簡易宿所 2018/5/15

ＪＡＰＡＮＩＮＧ　ＨＯＴＥＬ　輝幸庵 Shimogyo-ku
京都市下京区下松屋町通花屋町下る突抜二丁目３
６８番地２

株式会社ボイルドエッグ
代表取締役　佐々木　優也

簡易宿所 2018/5/21

長江家住宅　袋屋 Shimogyo-ku 京都市下京区新町通綾小路下る船鉾町３９４番地１
株式会社フージャースコーポレーション
代表取締役　小川　栄一

簡易宿所 2018/5/22

川溿 Shimogyo-ku
京都市下京区加茂川端六軒町下る八ツ柳町３５６番
地１

万　斉斌
簡易宿所 2018/5/22

五条庵 Shimogyo-ku
京都市下京区東洞院通五条下る三丁目和泉町５４１
番地２

株式会社ヒルズマネジメント
代表取締役　岡庭　明彦

簡易宿所 2018/5/30
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ペンション恋都 Minami-ku 京都市南区久世川原町132
井村　哲児

簡易宿所 1983/9/22

ホテル京阪京都グランデ Minami-ku 京都市南区東九条西山王町31
株式会社　ホテル京阪
代表取締役　工藤　俊也

ホテル 1984/2/29

東寺・洛南会館 Minami-ku 京都市南区九条町1
宗教法人　教王護国寺
代表役員　砂原　秀輝

旅館 1989/3/27

京都第一ホテル Minami-ku 京都市南区東九条下殿田町45
株式会社　京都第一ホテル
代表取締役　浅田　忠雄

ホテル 1991/10/4

ホテルセントノーム京都 Minami-ku 京都市南区東九条東山王町19番地の1
京都府市町村職員共済組合
理事長　河井　規子

ホテル 1995/3/8

京都プラザホテル Minami-ku 京都市南区西九条蔵王町 50-1,50-2
株式会社京都プラザホテルズ
代表取締役　清水　幸雄

ホテル 1996/4/11

Ｒ＆Ｂホテル京都駅八条口 Minami-ku 京都市南区東九条上殿田町４１番１号
ワシントンホテル株式会社
代表取締役　内田　和男

ホテル 2001/3/28

ジェイホッパーズ Minami-ku 京都市南区東九条中御霊町５１
有限会社ジェイホッパーズ
代表取締役　飯田　章仁

簡易宿所 2002/11/18

エルイン京都 Minami-ku 京都市南区東九条東山王町１３番地
株式会社　関電アメニックス
代表取締役　稲田　豊

ホテル 2004/9/30

新・都ホテル Minami-ku 京都市南区西九条院町１７番地
株式会社　近鉄・都ホテルズ
代表取締役　二村　隆

ホテル 2005/3/31

旅館　晴輝 Minami-ku 京都市南区東九条北烏丸町24-5
晴輝有限会社
代表取締役　大江　初太郎

簡易宿所 2006/4/11

東寺庵 Minami-ku 京都市南区西九条南田町４４
蜷川　澄村

簡易宿所 2007/12/18

スパークリング　ドルフィンズイン　キョ
ウト

Minami-ku 京都市南区東九条上御霊町５６
晴輝有限会社
代表取締役　大江　初太郎

簡易宿所 2008/7/31

ダイワロイネットホテル京都八条口 Minami-ku 京都市南区東九条北烏丸町９－２
ダイワロイヤル株式会社
代表取締役　原田　健

ホテル 2010/10/25

ＫＹＯＴＯ－ＨＯＵＳＥ Minami-ku 京都市南区西九条東柳ノ内町５４－２２－２Ｆ
金　美貞

簡易宿所 2010/12/8

ＨＯＴＥＬ　ＡＮＴＥＲＯＯＭ　ＫＹＯＴＯ Minami-ku 京都市南区東九条明田町７番
ＵＤＳ株式会社
代表取締役　中川　敬文

ホテル 2011/4/11

Ｒａｃｅｌｌ　Ｈｏｔｅｌ Minami-ku 京都市南区唐橋琵琶町２０番地
株式会社ＲＮＬ　ＢＩＯ　ＪＡＰＡＮ
代表取締役　羅　廷燦

ホテル 2011/12/22

アルモントホテル京都 Minami-ku 京都市南区東九条西岩本町２６－１
株式会社法華倶楽部
代表取締役　嶋田　靖永

ホテル 2012/12/25

京都プラザホテル　新館 Minami-ku 京都市南区西九条蔵王町５１番地
株式会社京都プラザホテルズ
代表取締役　清水　幸雄

ホテル 2013/3/15

ピースホステル京都 Minami-ku 京都市南区東九条東山王町２１－１
株式会社ティーエーティー
代表取締役　田畑　伸幸

簡易宿所 2013/3/28

ホテル　エクセレンス・京都駅八条口 Minami-ku 京都市南区西九条鳥居口町５
株式会社ゴールドウェーブ
代表取締役　平岡　恒佳

ホテル 2013/10/9

サクラテラス Minami-ku 京都市南区東九条烏丸町１－１
株式会社サクラテラス
代表取締役　岡本　聡

ホテル 2013/10/21
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イビススタイルズ京都ステーション Minami-ku 京都市南区東九条上殿田町４７番地
エイ・エイ・ピー・シー・ジャパン株式会社
代表取締役　フレドリック・ディグネジオ

ホテル 2013/10/31

ゲストハウス　下町九条 Minami-ku 京都市南区東九条中札辻町３３番地
宮﨑　英寿

簡易宿所 2013/11/12

ｎａｏ炬乃座　別邸　京都駅 Minami-ku 京都市南区東九条上殿田町２３番地
株式会社ディー・メイクス
代表取締役　宮本　健一

簡易宿所 2013/11/20

グリーンリッチホテル京都駅南 Minami-ku 京都市南区東九条下殿田町3番
株式会社ＧＲＨ関西京都
代表取締役　岡村　徳之

ホテル 2014/4/4

京縁館 Minami-ku 京都市南区東九条西札辻町23番地18
株式会社ＬＫ
代表取締役　李　暁宣

簡易宿所 2014/7/18

編暇９ Minami-ku 京都市南区東九条南松ノ木町40-12
李　倫貞

簡易宿所 2014/9/25

ゲストハウス古都や　京都駅 Minami-ku 京都市南区猪熊通八条上る戒光寺町１８６番地
株式会社ハウスネットワーク
代表取締役　八尾　満

簡易宿所 2015/2/9

SAKURA TERRACE THE GALLERY Minami-ku 京都市南区東九条上殿田町17番地
株式会社エス・ティーホテルズ
代表取締役　岡本　聡

ホテル 2015/3/9

SAKURA TERRACE THE GALLERY Minami-ku 京都市南区東九条上殿田町39番地
株式会社エス・ティーホテルズ
代表取締役　岡本　聡

ホテル 2015/3/9

えびす旅館 Minami-ku 京都市南区東九条中殿田町16番2
株式会社ＧＬＯＢＡＬ　ＮＥＴＷＯＲＫ
代表取締役　梶山　淳

旅館 2015/3/19

京都ホステル　ＲＹＯ－ＫＡＮ Minami-ku 京都市南区東九条河辺町23-10
株式会社fantastic
代表取締役　朴　智香

簡易宿所 2015/3/27

懐古的未来 Minami-ku 京都市南区東九条中札辻町33番地3
松村　友徳

簡易宿所 2015/6/1

京乃怡 Minami-ku 京都市南区東九条北松ノ木町３９番地１３
怡華年合同会社
代表社員　汪　洋

簡易宿所 2015/6/10

ｃａｓｔｉｎｇ　ｆａｃｔｏｒｙ　Ｙ Minami-ku 京都市南区東九条南松ノ木町１４番地５
山上　寛

簡易宿所 2015/6/17

京お宿　こことまろ Minami-ku 京都市南区東九条上殿田町40番地23
有限会社ワンダーランド
代表取締役　野口　大輔

簡易宿所 2015/6/25

ＳＨＩＢＡＩＮＮ　ＧＵＥＳＴＨＯＵＳＥ（柴苑） Minami-ku 京都市南区東九条北松ノ木町３９番地２７
史　奉喜

簡易宿所 2015/9/14

アクアプリータ　１０１号 Minami-ku 京都市南区東九条東山王町５番地
有限会社　ワンダーランド
代表取締役　野口　大輔

簡易宿所 2015/10/2

ＴＨＥ　ＬＯＷＥＲ　ＥＡＳＴ　ＮＩＮＥ　ＨＯＳ
ＴＥＬ

Minami-ku 京都市南区東九条南烏丸町３２番地
株式会社　アルコム
代表取締役　安本　晃通

簡易宿所 2015/10/9

東寺町家 Minami-ku 京都市南区西九条開ケ町１０６番地１
オシュネー　パトリック　マークイヴ

簡易宿所 2015/10/15

Ｋｕｊｏ　Ｓｔａｙｓ　竹 Minami-ku 京都市南区東九条中殿田町８番地
嶋本　芳和

簡易宿所 2015/10/20

Ｋｕｊｏ　Ｓｔａｙｓ　梅 Minami-ku 京都市南区東九条中殿田町８番地
嶋本　芳和

簡易宿所 2015/10/20

山本 Minami-ku 京都市南区吉祥院定成町１８番地５
山本　光雄

簡易宿所 2015/12/8

106 ページ Minami-ku



List of Accommodations/Facilities(31 May 2018) ※営業実態が確認できない施設は掲載していません。

Name of Accommodations/Facilities City Ward Address Name of Applicant
Type of
Accommodation

Date permission
was received

らく家　京都駅南 Minami-ku 京都市南区東九条北烏丸町１４番地
株式会社　京都建設センター
代表取締役　後寳　三郎

簡易宿所 2015/12/9

ゲストハウス京都駅前 Minami-ku 京都市南区東九条東岩本町１８番地６
尹　熙淑

簡易宿所 2015/12/22

御旅庵 Minami-ku 京都市南区西九条横町27番地
福原　洋子

簡易宿所 2016/1/13

京御宿　杏 Minami-ku 京都市南区西九条院町２３番地１０
ナカニシ株式会社
代表取締役　中西　佳代子

簡易宿所 2016/2/9

流雲荘 Minami-ku 京都市南区東九条松田町９９番地
日新株式会社
代表取締役　王　士煒

簡易宿所 2016/2/12

京都駅　茜家 Minami-ku 京都市南区西九条藤ノ木町１１番地１７
株式会社宏羽
代表取締役　周　家茜

簡易宿所 2016/2/15

大西 Minami-ku 京都市南区東九条中札辻町２７番地３
大西　智道

簡易宿所 2016/2/26

ＫＹＯＳＴＡＹいろは　もみじ邸 Minami-ku 京都市南区西九条蔵王町１１番地１７
株式会社　東寺ハウジング
代表取締役　古田　彰男

簡易宿所 2016/2/29

流蘇 Minami-ku 京都市南区西九条東柳ノ内町５８番地の７
日和株式会社
代表取締役　王　涇梁

簡易宿所 2016/3/1

Ｍｏｃｏ　ｈｏｓｔｅｌ Minami-ku 京都市南区西九条御幸田町２４番地３
坂本　隼

簡易宿所 2016/3/10

上方お宿　八条 Minami-ku 京都市南区東九条上殿田町３４番地１
有限会社　ワンダーランド
代表取締役　野口　大輔

簡易宿所 2016/3/16

ＨＯＴＥＬ　ＳＨＥ，ＫＹＯＴＯ Minami-ku 京都市南区東九条南烏丸町１６番地
株式会社　L＆Gグローバルビジネス
代表取締役　龍崎　七海

ホテル 2016/4/7

巡 Minami-ku 京都市南区東九条宇賀辺町40番地6
白　麗艶

簡易宿所 2016/5/13

Ｊａｓｍｉｎｅ　京都駅南 Minami-ku 京都市南区東九条北烏丸町39番地2
マツムラトレーディング株式会社
代表取締役　松村　康史

簡易宿所 2016/5/26

ＫＹＯＳＴＡＹいろは　東寺 Minami-ku 京都市南区東寺東門前町１１番地１，１１番地２
株式会社東寺ハウジング
代表取締役　古田　彰男

簡易宿所 2016/5/30

京町家　八条 Minami-ku 京都市南区東九条上殿田町１番地２
有限会社ワンダーランド
代表取締役　野口　大輔

簡易宿所 2016/5/31

あおどりや Minami-ku 京都市南区西九条針小路町４８番地
株式会社宏羽
代表取締役　周　家茜

簡易宿所 2016/6/7

流雲荘・七隅 Minami-ku 京都市南区東九条南烏丸町１４番地
日新株式会社
代表取締役　王　士煒

簡易宿所 2016/6/9

おたびしょ庵 Minami-ku 京都市南区西九条池ノ内町９９番地９
株式会社エイジェーインターブリッジ
代表取締役　新木　弘明

簡易宿所 2016/6/15

民宿　TAKARA　Guest　house Minami-ku 京都市南区東九条南石田町94番地2
ＴＡＫＡＲＡ株式会社
代表取締役　王　宝

簡易宿所 2016/6/22

京都ユニバーサルホテル烏丸 Minami-ku 京都市南区東九条明田町26番地，28番地１，69番地
株式会社　ユニバーサル
代表取締役　畑野　未来

簡易宿所 2016/6/29

お宿　京都駅Ⅰ Minami-ku 京都市南区西九条戒光寺町１４番地１６
福嶋　辰生

簡易宿所 2016/7/6
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下町ＢＬＵＥＳ Minami-ku 京都市南区東九条宇賀辺町54番地７
松村　友徳

簡易宿所 2016/7/6

京都駅前　えむず庵 Minami-ku 京都市南区西九条蔵王町１３番地３７，１３番地３８
株式会社エムズ
代表取締役　松本　庄司

簡易宿所 2016/7/6

ＣＯＴＯ東寺南門Ⅱ Minami-ku 京都市南区西九条南田町４４番地６，４４番地７
株式会社　古都
代表取締役　白岩　貢

簡易宿所 2016/7/8

古都や町家ＩＮＮ東寺 Minami-ku 京都市南区東寺東門前町８０番地
株式会社ハウスネットワーク
代表取締役　八尾　満

簡易宿所 2016/7/11

戒光庵 Minami-ku 京都市南区西九条戒光寺町１２番地２
田中　春美

簡易宿所 2016/7/11

ホテルアンテルーム京都 Minami-ku 京都市南区東九条明田町７番地，４番地１，４番地２
ＵＤＳ株式会社
代表取締役　中川　敬文

ホテル 2016/7/11

ＣＯＴＯ東寺南門Ⅰ Minami-ku 京都市南区西九条南田町２５番地１
株式会社　古都
代表取締役　白岩　貢

簡易宿所 2016/7/12

An-kona　東寺 Minami-ku
京都市南区西九条蔵王町１１番地１２，１１番地３８，
１１番地３９

有限会社ワンダーランド
代表取締役　野口　大輔

簡易宿所 2016/7/13

宿　あじろ Minami-ku 京都市南区東九条西岩本町３５番地２９
新川　弘根

簡易宿所 2016/7/13

Kyoto Home　東九条 Minami-ku 京都市南区東九条中札辻町33番地4
有限会社マグ広告ドットコム
代表取締役　丸山　純孝

簡易宿所 2016/7/14

忍者ホステル Minami-ku 京都市南区東九条柳下町63番地10
株式会社忍者
代表取締役　武田　文彰

簡易宿所 2016/7/19

鈴　九条藤ノ木　東 Minami-ku 京都市南区西九条藤ノ木町３８番地
セブンサミッツ合同会社
代表社員　地引　功

簡易宿所 2016/7/25

お宿　京都駅Ⅱ Minami-ku 京都市南区西九条戒光寺町１４番地１４
福嶋　辰生

簡易宿所 2016/7/27

Kujo Stays　松 Minami-ku 京都市南区東九条中殿田町８番地
嶋本　芳和

簡易宿所 2016/7/29

ゲストハウス栞 Minami-ku 京都市南区東九条中札辻町27番地4
川島　憲幸

簡易宿所 2016/7/29

旅籠　ますだ Minami-ku 京都市南区西九条東比永城町１６番地
増田　大介

簡易宿所 2016/8/2

鈴　九条藤ノ木　西 Minami-ku 京都市南区西九条藤ノ木町３７番地
株式会社　レアル
代表取締役　児玉　舟

簡易宿所 2016/8/8

ゲストハウス八条口 Minami-ku 京都市南区東九条西山王町９番地１
尹　熙淑

簡易宿所 2016/8/19

Ｏｎｅ　Ｍｏｒｅ　Ｈｅａｒｔ　京都駅南Ⅲ Minami-ku 京都市南区東九条中殿田町１６番地１３
株式会社ゲストハウス
代表取締役　吉田　奨

簡易宿所 2016/8/22

Ｏｎｅ　Ｍｏｒｅ　Ｈｅａｒｔ　京都駅南Ⅱ Minami-ku 京都市南区東九条中殿田町１６番地１２
株式会社ステージ
代表取締役　東原　聖貴

簡易宿所 2016/8/22

Ｏｎｅ　Ｍｏｒｅ　Ｈｅａｒｔ　京都駅南Ⅰ Minami-ku 京都市南区東九条中殿田町１６番地８
株式会社ゲストハウス
代表取締役　吉田　奨

簡易宿所 2016/8/22

夢まぼろし Minami-ku 京都市南区東九条石田町４６番地
三浦　さえ子

簡易宿所 2016/8/23
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カッシーヤ京都駅西 Minami-ku 京都市南区大宮通八条下る九条町６２１番地７２
株式会社カッシーヤ
代表取締役　小川　智弘

簡易宿所 2016/8/26

Ｋｙｏｔｏ　Ｇｕｅｓｔｈｏｕｓｅ Minami-ku 京都市南区東九条南山王町１４番地１
ウォータートン　紗弥子

簡易宿所 2016/8/26

山本Ⅱ Minami-ku 京都市南区吉祥院定成町１８番地６
山本　光雄

簡易宿所 2016/8/29

東寺苑 Minami-ku 京都市南区西九条戒光寺町５番地６
辻本　光宏

簡易宿所 2016/8/31

Ｓａｋｕｒａ Minami-ku 京都市南区西九条池ノ内町86番地
堀内　綾香

簡易宿所 2016/9/8

Ｋ’ｓ　ｈｏｍｅ Minami-ku 京都市南区東九条東御霊町５８番地１５
株式会社Ｋ’ｓホーム
代表取締役　大島　清孝

簡易宿所 2016/9/13

プライベートレジデンス京都東寺 Minami-ku 京都市南区西九条東比永城町４６番地３
レイバーランド有限会社
代表取締役　齋藤　勉

簡易宿所 2016/9/21

京のお宿　ＡＺＵ Minami-ku 京都市南区東九条中殿田町１６番地３
李　永平

簡易宿所 2016/9/21

K＆K　HOUSE Minami-ku 京都市南区唐橋西平垣町１番地３Ｋ＆Ｋビル　２階
小島　雄二

簡易宿所 2016/9/21

宿彩　アートステイ　イン　東寺町家 Minami-ku 京都市南区西九条南小路町２７番地４
epiphany株式会社
代表取締役　パウル・ナサニエル

簡易宿所 2016/9/21

Minami House Minami-ku 京都市南区東九条東御霊町６６番地４
森田　さなえ

簡易宿所 2016/9/27

鈴　九条針小路　五八 Minami-ku 京都市南区西九条針小路町５８番地
伊藤　徹

簡易宿所 2016/10/7

綾　ＡＹＡ Minami-ku 京都市南区西九条比永城町１９番地
堀内　綾香

簡易宿所 2016/10/12

東九条オシドリハウス（半夏生） Minami-ku 京都市南区東九条西岩本町３番地７，３番地８
株式会社オシドリ
代表取締役　呂　楽陽

簡易宿所 2016/10/12

ＭＯＳＡＩＣ　ＨＯＳＴＥＬ　ＫＹＯＴＯ Minami-ku 京都市南区西九条春日町４番地１
株式会社　ＣＯＴＯ
代表取締役　皇甫　千賀

簡易宿所 2016/10/12

京トラスト Minami-ku 京都市南区八条内田町６５番地２４
株式会社ハイトラスト
代表取締役　坂口　祐司

簡易宿所 2016/10/14

ＣＯＴＯ東寺西門Ⅱ Minami-ku 京都市南区八条内田町８９番地１１
株式会社古都
代表取締役　白岩　貢

簡易宿所 2016/10/17

京御宿　室町 Minami-ku 京都市南区東九条上殿田町１５番地
小島　登世志

簡易宿所 2016/10/17

JAPANING HOTEL KYOTO HANNARI Minami-ku 京都市南区西九条開ケ町１番地２
株式会社　アーキ建築企画
代表取締役　高山　景敏

簡易宿所 2016/10/17

遊屋 Minami-ku 京都市南区東九条西岩本町３４－６
山本　由矢

簡易宿所 2016/10/20

ＣＯＴＯ東寺西門Ⅰ Minami-ku 京都市南区八条内田町５７番地２１
株式会社古都
代表取締役　白岩　貢

簡易宿所 2016/10/21

The guest house Minami-ku 京都市南区西九条島町２番地３
株式会社グリーンハーベスト
代表取締役　菊澤　拓真

簡易宿所 2016/10/25
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Malu-Jyu Minami-ku 京都市南区東九条南河辺町３８番地１６
豊原　都志子

簡易宿所 2016/10/31

ＳＡＫＵＲＡ　ＴＥＲＲＡＣＥ　ＴＨＥ　ＡＴＥＬ
ＩＥＲ

Minami-ku 京都市南区東九条北烏丸町１番地１
株式会社　エス・ティーホテルズ
代表取締役　岡本　聡

簡易宿所 2016/10/31

ＫＵＳＨＵＫＵ　ＫＹＯＴＯ　ＨＯＳＴＥＬ Minami-ku 京都市南区東九条東御霊町３１番地２
渡部　太一

簡易宿所 2016/11/7

渡庵 Minami-ku 京都市南区東九条南松ノ木町３５番地，３５番地１
株式会社　ＳＥＣＡＩ
代表取締役　松浦　拓平

簡易宿所 2016/11/7

鈴　梅小路 Minami-ku 京都市南区梅小路通大宮東入古御旅町２２１番地１
株式会社　レアル
代表取締役　児玉　舟

簡易宿所 2016/11/8

ＮＯＤＡＴＥ　ＨＯＵＳＥ Minami-ku 京都市南区東九条西山町２９番地４
植田　正太

簡易宿所 2016/11/8

ＴＨＥ　ＮＥＸＴ　ＤＯＯＲ　ｌｏｗｅｒ　ｅａｓｔ
ｎｉｎｅ　ｈｏｓｔｅｌ

Minami-ku 京都市南区西九条東比永城町６５番地
株式会社　アルコム
代表取締役　安本　晃通

簡易宿所 2016/11/11

ＦＵＮ　ＨＯＵＳＥ　桂川 Minami-ku 京都市南区久世川原町２００番地２０ 簡易宿所 2016/11/16

雅 Minami-ku 京都市南区西九条唐橋町３９番地１，４０番地１
陳　怡秀

簡易宿所 2016/11/25

鈴　九条針小路　五九 Minami-ku 京都市南区西九条針小路町５９番地
方　芸

簡易宿所 2016/12/6

ゲストハウス春秋　京都駅西 Minami-ku 京都市南区西九条蔵王町１１番地４８
藤波　良子

簡易宿所 2016/12/6

京桜ハウス Minami-ku 京都市南区東九条上御霊町１２番地５
陳　嘉穎

簡易宿所 2016/12/12

東寺八条 Minami-ku 京都市南区八条通壬生下る東寺町５８５番地６
宮武　みゆき

簡易宿所 2016/12/13

ＫＹＯＴＯ　ＨＯＵＳＥ　東寺 Minami-ku 京都市南区四ツ塚町５６番地
株式会社　中央住宅販売
代表取締役　郡　博史

簡易宿所 2016/12/13

和み侍　十条 Minami-ku 京都市南区東九条河辺町１５番地１０
株式会社　Ｍｉｙａｋｏ　Ｖｉｌｌａｇｅ
代表取締役　阿部　誠介

簡易宿所 2016/12/13

東福inn Minami-ku 京都市南区西九条蔵王町１９番地
陳　政杰

簡易宿所 2016/12/20

京都駅サウス Minami-ku 京都市南区東九条西明田町５３番地
株式会社しっくい堂
代表取締役　左近　滉平

簡易宿所 2016/12/26

Ｋｙｏｔｏ　Ｓｔａｙ　ＳＡＫＵＲＡ　東寺南Ⅰ Minami-ku 京都市南区四ツ塚町８３番地４
髙橋　誠一

簡易宿所 2016/12/26

Ｋｙｏｔｏ　Ｓｔａｙ　ＳＡＫＵＲＡ　東寺南Ⅱ Minami-ku 京都市南区西九条大国町５番地５
髙橋　誠一

簡易宿所 2016/12/26

京のお宿　優 Minami-ku 京都市南区東九条南山王町５１番地５
長谷部　大二

簡易宿所 2017/1/10

ゲストハウス栞 Minami-ku 京都市南区東九条中札辻町２７番地４
国立リアルエステート合同会社
代表社員　吉岡　祐

簡易宿所 2017/1/10

Ａ－Ｓｔｙｌｅ　Ｋｙｏｔｏ Minami-ku 京都市南区東九条南山王町４９番地３
株式会社　アイワテック
代表取締役　山﨑　翔一朗

簡易宿所 2017/1/12
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松田ハウス Minami-ku 京都市南区東九条松田町１３７番地５
西山　成在

簡易宿所 2017/1/16

ＧＡＭＯＮ Minami-ku 京都市南区八条源町４４番地１６
青木製材株式会社
代表取締役　青木　洋之

簡易宿所 2017/1/19

京都　中野 Minami-ku 京都市南区東九条西岩本町３７番地
中野　由美

簡易宿所 2017/1/19

夢家　柳下 Minami-ku 京都市南区東九条柳下町１４－２５
株式会社　愛・コーポレーション
代表取締役　棚橋　麻記子

簡易宿所 2017/1/20

Ｇｕｅｓｔ　Ｈｏｕｓｅ　Ｅ－ｎｉｎｅ Minami-ku 京都市南区東九条宇賀辺町４３番地４
株式会社　アパライフクリエイト
代表取締役　田中　裕仁

簡易宿所 2017/1/24

八極 Minami-ku
京都市南区東九条松田町１３７番地１４，１３７番地１
５

日新株式会社
代表取締役　王　士煒

簡易宿所 2017/1/24

東寺西門ゲストハウス Minami-ku 京都市南区八条内田町６５番地５
谷合　和博

簡易宿所 2017/1/24

京御宿　美風道 Minami-ku 京都市南区東九条西山王町１０番地１
有限会社　ワンダーランド
代表取締役　野口　大輔

簡易宿所 2017/1/24

彩松 Minami-ku 京都市南区東九条南松ノ木町１８番地５
合同会社　モジラボ
代表社員　平田　英司

簡易宿所 2017/1/30

ホスタ　東寺　燦 Minami-ku 京都市南区東九条西山町３０番地３３
株式会社　ホスタ
代表取締役　東尾　浩史

簡易宿所 2017/1/30

ＬＡ　Ｋｙｏｔｏ Minami-ku 京都市南区東九条上御霊町５８番１
株式会社　ラ・アトレ
代表取締役　脇田　栄一

簡易宿所 2017/2/9

ＫＥＶＩＮ Minami-ku 京都市南区東九条河西町２９番地６
株式会社　ケイヤマ商店

簡易宿所 2017/2/13

夢家　東御霊町　京都駅南 Minami-ku 京都市南区東九条東御霊町６５番地４
松本　忠基

簡易宿所 2017/2/13

ゲストハウス　茜別邸 Minami-ku 京都市南区東寺東門前町５４番地１
井上　卓也

簡易宿所 2017/2/14

鈴　東寺 Minami-ku 京都市南区東寺東門前町５４番地２
新屋株式会社
代表取締役　大谷　良文

簡易宿所 2017/2/14

９４１０　ＫＹＯＴＯ Minami-ku 京都市南区東九条中殿田町１２番地７
株式会社　ネクステージ
代表取締役　村上　栄充

簡易宿所 2017/2/14

ゲストハウス　悠々 Minami-ku 京都市南区東九条上御霊町５０番地
ソーワホーム株式会社
代表取締役　松田　泰典

簡易宿所 2017/2/28

Ｔｈｅ　Ｐａｇｏｄａ　Ｅｘｐｅｒｉｅｎｃｅ Minami-ku 京都市南区西九条比永城町１１１番地４
ｅｐｉｐｈａｎｙ株式会社
代表取締役　パウル・ナサニエル

簡易宿所 2017/3/8

嵐 Minami-ku 京都市南区東九条中札辻町２６番地２
肖　嵐

簡易宿所 2017/3/13

鈴　九条鴨川 Minami-ku 京都市南区東九条宇賀辺町５４番地８
株式会社　レアル
代表取締役　児玉　舟

簡易宿所 2017/3/13

ＳＵＭＵｉｉ Minami-ku 京都市南区東九条南烏丸町３３番地９
上原　正和

簡易宿所 2017/3/16

Ｊａｓｍｉｎｅ　京都駅南２ Minami-ku 京都市南区東九条南山王町１４番地５
マツムラトレーディング株式会社
代表取締役　松村　康史

簡易宿所 2017/3/16
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Ｊａｓｍｉｎｅ　京都駅南３ Minami-ku 京都市南区東九条南山王町１４番地３
マツムラトレーディング株式会社
代表取締役　松村　康史

簡易宿所 2017/3/16

京都ゲストハウス　ＲＩＲＡＳＯ Minami-ku 京都市南区唐橋門脇町４番地１
株式会社　ｓｈｉｎコーポレーション
代表取締役　廣瀬　圭一

簡易宿所 2017/3/17

ＳＵＮＲＩＳＥ　ＳＵＩＴＥＳ Minami-ku 京都市南区西九条南田町４３番地９
日の出株式会社
代表取締役　猪俣　幸一

ホテル 2017/3/23

別邸　凛 Minami-ku 京都市南区東九条北烏丸町８番地１０
國松　薫

簡易宿所 2017/3/23

和庵 Minami-ku 京都市南区東九条北烏丸町８番地９
川勝　洋

簡易宿所 2017/3/23

Ｇｕｅｓｔ　Ｈｏｕｓｅ　Ｏｎｅ　Ｍｏｒｅ　Ｈｅａｒｔ
ａｔ　Ｔｏｊｉ　１

Minami-ku 京都市南区八条内田町８９番地１５
株式会社　Ｏｎｅ　Ｍｏｒｅ　Ｈｅａｒｔ
代表取締役　吉田　奨

簡易宿所 2017/3/24

東寺ハイムＡ Minami-ku
京都市南区西九条南田町１番地４，西九条菅田町１
９番地１０東寺ハイム２階２０６号室

翁　公羽
簡易宿所 2017/3/29

東寺ハイムＢ Minami-ku
京都市南区西九条南田町１番地４，西九条菅田町１
９番地１０東寺ハイム２階２０７号室

翁　公羽
簡易宿所 2017/3/29

相鉄フレッサイン　京都駅八条口 Minami-ku 京都市南区東九条西山王町１１番地
株式会社相鉄ホテルマネジメント
代表取締役　吉田　修

ホテル 2017/4/3

京御宿　蔵々 Minami-ku 京都市南区東九条上殿田町２３番地５
辻　健之

簡易宿所 2017/4/4

東寺　あけぼの庵 Minami-ku 京都市南区八条内田町２番地１
竹本　拓也

簡易宿所 2017/4/13

紅梅 Minami-ku 京都市南区東九条中殿田町１８番地２１
望月　紅梅

簡易宿所 2017/4/21

お宿　東寺 Minami-ku
京都市南区西九条東柳ノ内町５４番地１８，５４番地
１９

T-accommodation株式会社
代表取締役　福嶋　辰生

簡易宿所 2017/4/21

ＬＡ　Ｋｙｏｔｏ Minami-ku 京都市南区東九条上御霊町５８番１
株式会社　ゲストハウスイン
代表取締役　中村　淳

簡易宿所 2017/4/21

ＳＡＭＵＲＡＩ　ＨＯＵＳＥ Minami-ku 京都市南区西九条豊田町３８番地９
株式会社　ＣＡＰＩＴＡＬ　ＩＮＣＵＢＡＴＯＲ
代表取締役　田中　聡一

簡易宿所 2017/5/1

Kyoto　Stay・SAKURA　東寺西Ⅰ Minami-ku 京都市南区八条内田町６０番地９
フロントマネジメント株式会社
代表取締役　廣瀬　佳正

簡易宿所 2017/5/10

ｂｅ　ｏｐｅｎ Minami-ku 京都市南区東九条宇賀辺町６５番地
古正　啓介

簡易宿所 2017/5/10

ミホレル別邸　東寺 Minami-ku 京都市南区唐橋高田町２１－７
米田　篤

簡易宿所 2017/5/10

京町家　結 Minami-ku 京都市南区西九条針小路町５７番地
米田　義二郎

簡易宿所 2017/5/10

御影軒 Minami-ku 京都市南区八条内田町６７番地４
株式会社雅居
代表取締役　呉　駿驊

簡易宿所 2017/5/11

Kyoto Stay・SAKURA 東寺西Ⅱ Minami-ku 京都市南区八条源町２１番地２
フロントマネジメント株式会社
代表取締役　廣瀬　佳正

簡易宿所 2017/5/15

京と家　月の湯空海 Minami-ku 京都市南区東寺東門前町７９番地
株式会社ライフ・コーポレーション
代表取締役　山田　維久仁

簡易宿所 2017/5/16
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洛思崖 Minami-ku 京都市南区西九条開ケ町１８７番地
株式会社　洛
代表取締役　王穎

簡易宿所 2017/5/16

ＪＡＰＡＮＩＮＧ　九条 Minami-ku 京都市南区東九条中御霊町４３番地４
株式会社　ガーネット
代表取締役　中野　拓磨

簡易宿所 2017/5/22

Ｂｌｕｅ　Ｔｅｎğｕ　ＫＵＪŌ Minami-ku 京都市南区東九条西札辻町２３番地１２
ゴット　リーブセン・キース

簡易宿所 2017/5/31

nedoco TOJI Minami-ku 京都市南区西九条唐橋町１９番地
日名子　有華

簡易宿所 2017/5/31

雅　ＭＩＹＡＢＩ Minami-ku 京都市南区西九条横町５２番地１
株式会社　雅
代表取締役　仁田　雅也

簡易宿所 2017/6/1

雅庵 Minami-ku 京都市南区吉祥院九条町４４番地７
乾　雅人

簡易宿所 2017/6/7

ＪＰＲＥＳＥＲＶＥ　Ｋｙｏｔｏ　Ｂａｓｅ Minami-ku 京都市南区東九条南石田町５９番地１８
株式会社　ＪＰ　ＲＥＳＥＲＶＥ
代表取締役　宮本　博昭

簡易宿所 2017/6/8

らいふ　京都駅 Minami-ku 京都市南区西九条院町２３番地７
株式会社　ライフ住宅販売
代表取締役　島本　猛男

簡易宿所 2017/6/8

十条本館 Minami-ku 京都市南区東九条南石田町５９番地２３，５９番地２４
德本　信介

簡易宿所 2017/6/12

十縁居 Minami-ku 京都市南区東九条柳下町５７番地２６，５７番地２１
徐　孜

簡易宿所 2017/6/12

ゲストハウス　おにぎり Minami-ku 京都市南区東九条石田町１１番地１
松本　亮

簡易宿所 2017/6/12

ゲストハウス瑠璃 Minami-ku 京都市南区東九条北烏丸町２４番地１５
山城　猛

簡易宿所 2017/6/15

宿ル　ＫＹＯＴＯ　和紙ノ宿 Minami-ku 京都市南区西九条針小路町８９番地３
株式会社　トマルバ
代表取締役　芦野　貴大

簡易宿所 2017/6/22

ＫＯＴＯＲＩ　ＨＯＵＳＥ Minami-ku 京都市南区西九条戒光寺町６番地１８
朴　智香

簡易宿所 2017/6/23

京都　華暦 Minami-ku
京都市南区東九条南石田町１０８番地１５，１０９番地
１

株式会社　シルバーライフ
代表取締役　山下　舜哲

簡易宿所 2017/6/27

ＮＩＮＪＡ　ＨＯＵＳＥ Minami-ku 京都市南区東九条柳下町５１番地２２
株式会社　サムライソウル
代表取締役　粕谷　暢司

簡易宿所 2017/6/29

８ＩＮＮ　京都九条 Minami-ku 京都市南区東九条松田町１０３番地１１
株式会社　エイトアンドワイ
代表取締役　山本　万莉

簡易宿所 2017/6/30

柔らかい月‐ｒｅｓｉｄｅｎｃｅ＋ａｒｔ　ｐｒｏｊｅｃｔ Minami-ku 京都市南区四ツ塚町６８番地
神藤　知子

簡易宿所 2017/7/4

Cozy　House　with　modern　art Minami-ku 京都市南区八条内田町６４番地８
大森　新一

簡易宿所 2017/7/11

東寺道ＲＯＪＩ Minami-ku 京都市南区東九条北烏丸町４番地２
伊藤　貞行

簡易宿所 2017/7/14

茶宿　八条 Minami-ku 京都市南区西九条院町２４番地１３
株式会社　マイジョリティサービス
代表取締役　芝田　裕也

簡易宿所 2017/7/18

朝な夕な Minami-ku 京都市南区西九条比永城町２７番地７
株式会社　大洋興産
代表取締役　城田　成均

簡易宿所 2017/7/18
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京庵　東寺　琴音 Minami-ku 京都市南区八条内田町２番地５
合同会社ハープ
代表社員　内田　静香

簡易宿所 2017/7/20

ゲストハウス京和 Minami-ku
京都市南区東九条北松ノ木町２９番地１０，４８番地
９

王　安宗
簡易宿所 2017/7/26

守拙・暖心居 Minami-ku 京都市南区西九条豊田町３５番地２６，３５番地２７
株式会社　Ｆｉｒｓｔ　Ｌｉｆｅ
代表取締役　郭　冉冉

簡易宿所 2017/8/7

Guest　House　Goldfish Minami-ku 京都市南区東九条上御霊町１２番地２７
株式会社　大創
代表取締役　亀川　鐘太

簡易宿所 2017/8/10

ＧＯＥＭＯＮ Minami-ku 京都市南区東九条東山王町１７番地１０
大伸株式会社
代表取締役　大原　浩起

簡易宿所 2017/8/14

Near Kyoto-station 2beds townhouse Minami-ku 京都市南区西九条蔵王町３９番地６
有限会社　瑞成
取締役　青松　福沢

簡易宿所 2017/8/22

nao炬乃座　椿邸　京都駅 Minami-ku 京都市南区東九条上殿田町２１番地
株式会社　ディー・メイクス
代表取締役　宮本　健一

簡易宿所 2017/8/22

ＮＩＳＨＩＯＪＩ　ＩＮＮ Minami-ku 京都市南区唐橋井園町５１番地１１
株式会社　昌久
代表取締役　黒田　昌資

簡易宿所 2017/8/22

君の家 Minami-ku 京都市南区八条内田町６０番地７
夏　君華

簡易宿所 2017/8/22

京旅宿　空 Minami-ku 京都市南区東九条西札辻町３３番地
齊藤　真大

簡易宿所 2017/8/23

桜東寺ゲストハウス Minami-ku 京都市南区西九条大国町５５番地７
山本　麗

簡易宿所 2017/8/23

ＭＩＹＡＢＩ　cosy　house Minami-ku 京都市南区西九条池ノ内町３４番地１２
合同会社　ＭＩＹＡＢＩ
代表社員　張　雅玲

簡易宿所 2017/8/28

エイトハウス Minami-ku 京都市南区東九条西岩本町３５番地２７
林　淳史

簡易宿所 2017/9/1

JQ Villa Kyoto Hachijou Minami-ku 京都市南区東九条上殿田町２５番地
新井　健夫

簡易宿所 2017/9/4

季楽庵京都駅南 Minami-ku 京都市南区東九条中殿田町１９番地
株式会社　サンキ建設
代表取締役　布垣　友義

簡易宿所 2017/9/4

京のお宿　優 Minami-ku 京都市南区東九条南山王町５１番地５
株式会社　ＰＬＡＮＥＴ　ｂｌａｎｃ．
代表取締役　篠原　由梨

簡易宿所 2017/9/4

京都第一ホテル　別邸 Minami-ku 京都市南区東九条下殿田町３２番地２
株式会社京都第一ホテル
代表取締役　浅田　裕二

ホテル 2017/9/5

うたたねや UTATANEYA Minami-ku 京都市南区西九条針小路町５５番地
株式会社　宏羽
代表取締役　周　家茜

簡易宿所 2017/9/7

ＦＵＬＬ　ＨＯＵＳＥ　ＫＹＯＴＯ Minami-ku 京都市南区東九条東山王町３番地６
株式会社　Ｈｏｓｔｙ
代表取締役　山口　博生

簡易宿所 2017/9/11

ＪＡＰＡＮＩＮＮＧ　千久 Minami-ku 京都市南区東九条南松ノ木町１８番地８
エニーⅠ合同会社
代表社員　船岡　賢次

簡易宿所 2017/9/13

Ｇｕｅｓｔ　Ｈｏｕｓｅ　希和 Minami-ku 京都市南区西九条川原城町５９番地２６
上田　和希子

簡易宿所 2017/9/15

ＯＴＡＫＵ Minami-ku 京都市南区八条内田町６４番地６
高橋　聡

簡易宿所 2017/9/28
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ＣōＢōホステル Minami-ku 京都市南区唐橋高田町３０番地１２，３０番地１３
相生合同会社
代表社員　藤江　萌乃

簡易宿所 2017/9/28

お宿　東寺２ Minami-ku
京都市南区西九条東柳ノ内町５４番地１８，５４番地
１９

坂本　隼
簡易宿所 2017/9/28

ＨＡＥＮＧＲＡＮＧ Minami-ku 京都市南区西九条院町２２番地４６
河　英伊

簡易宿所 2017/10/3

茶宿　十条 Minami-ku 京都市南区東九条石田町２２番地８
株式会社マイジョリティサービス
代表取締役　芝田　裕也

簡易宿所 2017/10/11

ＣＯＴＯ京都　東寺５ Minami-ku 京都市南区西九条南田町４４番地５
株式会社古都
代表取締役　白岩　貢

簡易宿所 2017/10/11

ＣＯＬＳＥ　ＫＹＯＴＯ Minami-ku 京都市南区東九条西山町４５番地２
株式会社セツナプランニング
代表取締役　中島　寛之

簡易宿所 2017/10/18

彩松　鴨川 Minami-ku 京都市南区東九条北松ノ木町３９番地３７
合同会社モジラボ
代表社員　平田　英司

簡易宿所 2017/10/19

ＪＡＰＡＮＩＮＧ　ＨＯＴＥＬ　東寺 Minami-ku 京都市南区西九条東島町３１番地８，３８番地
株式会社ガーネット
代表取締役　中野　拓磨

簡易宿所 2017/10/19

町家シネマ Minami-ku 京都市南区西九条西柳ノ内町３６番地１０
株式会社丸善工業
代表取締役　竹本　知史

簡易宿所 2017/10/19

京お宿　華 Minami-ku 京都市南区東九条室町８番地９，８番地１０
村上　清美

簡易宿所 2017/10/23

おぼろ月 Minami-ku 京都市南区東九条明田町１８番地１
デス・ペレイト株式会社
代表取締役　木村　祐規

簡易宿所 2017/10/23

ＣＯＴＯ京都　東寺６ Minami-ku 京都市南区八条寺内町１６番地４，１６番地５
株式会社古都
代表取締役　白岩　貢

簡易宿所 2017/11/7

おたびしょ庵 Minami-ku 京都市南区西九条池ノ内町９９番地９
株式会社Ｔｅｔｓｕ
代表取締役　石田　輝里子

簡易宿所 2017/11/7

香門　京都駅前 Minami-ku 京都市南区猪熊通八条上る戒光寺町１８３番地６
シマダアセットパートナーズ株式会社
代表取締役　島田　成年

簡易宿所 2017/11/7

古都　杏洛 Minami-ku 京都市南区西九条横町６番地
横山　隆成

簡易宿所 2017/11/7

千家　遊紀（ゆうき） Minami-ku 京都市南区唐橋南琵琶町１９番地４
株式会社Ｈｏｕｓｅｌｉｆｅ
代表取締役　張　雯雯

簡易宿所 2017/11/27

池ノ家ＧＨ Minami-ku 京都市南区西九条池ノ内町３４番地１０
株式会社りのらぼ
代表取締役　角谷　力

簡易宿所 2017/12/1

ゲストハウス京都十条 Minami-ku 京都市南区東九条柳下町１４番地９
工藤　一善

簡易宿所 2017/12/1

ゲストハウス河原町九条 Minami-ku 京都市南区東九条河西町２８番地２，２８番地３
ドン合同会社
代表社員　永本　琢也

簡易宿所 2017/12/1

京都九条　藍 Minami-ku 京都市南区東九条東御霊町５８番地２１
山崎　里美

簡易宿所 2017/12/8

ＫＹＯＴＯ　ＳＴＡＴＩＯＮ　ＨＯＳＴＥＬ　京
楽庵

Minami-ku 京都市南区唐橋高田町２１番地２
株式会社ワールドコーポレーション
代表取締役　谷口　直志

簡易宿所 2017/12/11

院町家ＧＨ Minami-ku 京都市南区西九条院町２３番地９
株式会社りのらぼ
代表取締役　角谷　力

簡易宿所 2017/12/11
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２２ＰＩＥＣＥＳ Minami-ku 京都市南区東九条室町９番地４
株式会社ティーエーティー
代表取締役　田畑　伸幸

簡易宿所 2017/12/12

Petit house TOJI & Cafe POCHER Minami-ku 京都市南区西九条針小路町８９番地１
株式会社リーフ・パブリケーションズ
代表取締役　中西　真也

簡易宿所 2017/12/12

Ｍｅｚａｍｅ　Ｋｙｏｔｏ Minami-ku 京都市南区東九条南山王町４９番地４，４９番地５
カークプレイス株式会社
代表取締役　稲山　勝久

簡易宿所 2017/12/12

京都プチハウス Minami-ku 京都市南区東九条中殿田町１５番地９
大原　由維

簡易宿所 2017/12/12

ＪＡＰＡＮＩＮＧ　ＨＯＴＥＬ　西大路 Minami-ku 京都市南区吉祥院九条町６１番地３
株式会社すまい
代表取締役　中島　幸博

簡易宿所 2017/12/12

櫻花乃宿 Minami-ku 京都市南区東九条松田町１００番地５
株式会社櫻花商事
代表取締役　刘　暁琳

ホテル 2017/12/20

お宿　東寺３ Minami-ku 京都市南区西九条西柳ノ内町４４番地
坂本　隼

簡易宿所 2017/12/22

和み侍　十条 Minami-ku 京都市南区東九条河辺町１５番地１０
株式会社タクトス
代表取締役　阿久澤　陽子

簡易宿所 2017/12/25

Ｋｙｏｔｏ　Ａｎｎ Minami-ku 京都市南区東九条南山王町４番地１
株式会社大創
代表取締役　亀川　鐘太

簡易宿所 2017/12/25

Ｇｕｅｓｔ　Ｈｏｕｓｅ　Ｏｎｅ　Ｍｏｒｅ　Ｈｅａｒｔ Minami-ku 京都市南区八条内田町９２番地１２
株式会社Ｏｎｅ　Ｍｏｒｅ　Ｈｅａｒｔ
代表取締役　吉田　奨

簡易宿所 2017/12/26

春秋　かざり Minami-ku 京都市南区西九条針小路町３４番地
藤波　良子

簡易宿所 2017/12/26

ＪＡＰＡＮＩＮＧ　ＨＯＴＥＬ　京都八条口 Minami-ku 京都市南区西九条横町３５番地
株式会社ガーネット
代表取締役　中野　拓磨

簡易宿所 2017/12/26

ゲストハウス東九条柳下町 Minami-ku 京都市南区東九条柳下町５１番地２１
市村　未来

簡易宿所 2017/12/28

紡・八条室町 Minami-ku 京都市南区東九条室町８番地１１
鈴木　紀久男

簡易宿所 2017/12/28

Kyoto Station 八条口 京のや Minami-ku 京都市南区東九条室町３０番地２
有限会社リーズ
代表取締役　成田　旭

簡易宿所 2018/1/4

札の家ＧＨ Minami-ku 京都市南区東九条西札辻町１９番地１
株式会社りのらぼ
代表取締役　角谷　力

簡易宿所 2018/1/5

松庵 Minami-ku 京都市南区東九条松田町２２番地６
株式会社アイエムジー
代表取締役　西山　成在

簡易宿所 2018/1/5

ｇｕｅｓｔ　ｈｏｕｓｅ　Ｐｅａｃｅ Minami-ku 京都市南区八条通大宮西入九条町６２１番地２９
ＮＧＨコーポレーション株式会社
代表取締役　小粥　直道

簡易宿所 2018/1/9

Ｋａｍｏｎ　Ｉｎｎ　Ｔｏｊｉ　Ｈｉｇａｓｈｉ Minami-ku 京都市南区東寺東門前町５８番地
株式会社いろは
代表取締役　三浦　剛士

簡易宿所 2018/1/12

Ｋａｍｏｎ　Ｉｎｎ　Ｈｉｅｉｊｏｃｈｏ Minami-ku 京都市南区西九条比永城町１１４番地
山元　宗孝

簡易宿所 2018/1/12

Ｋｙｏｔｏ　Ｓｔａｔｉｏｎ　Ｂａｓｅ Minami-ku 京都市南区東九条中御霊町４３番地２
米谷　和

簡易宿所 2018/1/16

京都駅　じゅらく庵 Minami-ku 京都市南区東九条中殿田町１番地１５
谷　進太郎

簡易宿所 2018/1/25
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ＳＨＵＮＪＵ　ＤＯＳＳＥ Minami-ku 京都市南区西九条唐橋町４０番地３
藤波　良子

簡易宿所 2018/1/25

木蘭居 Minami-ku 京都市南区西九条東島町１６番地５
楊　傑

簡易宿所 2018/1/25

竹海 Minami-ku 京都市南区東九条松田町８４番地
竺　東明

簡易宿所 2018/1/29

ＪＡＰＡＮＩＮＧ　ＨＯＴＥＬ　東寺　Ⅱ Minami-ku 京都市南区八条内田町８７番地，８７番地１７
株式会社ガーネット
代表取締役　中野　拓磨

簡易宿所 2018/1/30

京都小院（Ｋｙｏｔｏ　Ｓｈａｗ　Ｉｎｎ） Minami-ku 京都市南区西九条菅田町２８番地２
陸　麗君

簡易宿所 2018/1/31

京庵　伊織　－ＩＯＲＩ－ Minami-ku 京都市南区東九条東岩本町６番地３
合同会社ハープ
代表社員　内田　静香

簡易宿所 2018/1/31

京都駅南ゲストハウス Minami-ku 京都市南区東九条上御霊町２番地４０
合同会社貴政企画
代表社員　木田　貴志

簡易宿所 2018/2/14

ＫＥＶＩＮⅡ Minami-ku 京都市南区東九条東岩本町３４番地４
株式会社ケイヤマ商店

簡易宿所 2018/2/14

ＡＳＵＭＩ東寺 Minami-ku 京都市南区西九条開ケ町１２番地
中田　一成

簡易宿所 2018/2/14

華　ＨＡＮＡ Minami-ku 京都市南区東九条北松ノ木町２７番地４
株式会社アーネスト
代表取締役　川本　智貴

簡易宿所 2018/2/14

美盧源町邸 Minami-ku 京都市南区八条源町６１番地１
日本ビジネスコンサルティング株式会社
代表取締役　仲馬　佳男

簡易宿所 2018/2/15

Ｋａｍｏ　Ｒｉｖｅｒｓｉｄｅ　京のや Minami-ku 京都市南区東九条河西町１６番地
有限会社リーズ
代表取締役　成田　旭

簡易宿所 2018/2/20

ＪＡＰＡＮＩＮＧ　ＨＯＴＥＬ　東寺 Minami-ku 京都市南区西九条東島町３１番地８，３８番地
株式会社ファミリアリンク
代表取締役　柏木　祐介

簡易宿所 2018/2/23

茶宿　九条 Minami-ku 京都市南区東九条西札辻町１５番地９
株式会社マイジョリティサービス
代表取締役　芝田　裕也

簡易宿所 2018/2/23

美盧 Minami-ku 京都市南区東九条東札辻町２７番地３
日本ビジネスコンサルティング株式会社
代表取締役　仲馬　佳男

簡易宿所 2018/2/28

ＨＯＭＥ　ＩＮＮ　東寺 Minami-ku 京都市南区八条坊門町５番地３
株式会社ファミリアリンク
代表取締役　柏木　祐介

簡易宿所 2018/3/1

ＣＭＭクリステート京都 Minami-ku 京都市南区東九条西山王町１５番地１
株式会社長栄
代表取締役　長田　修

簡易宿所 2018/3/1

Ellie's Minami-ku 京都市南区東九条東御霊町５８番地１１
株式会社Ｋ’ｓホーム
代表取締役　大島　清孝

簡易宿所 2018/3/12

ゲストハウス　美盧内田町邸 Minami-ku 京都市南区八条内田町９３番地４
姜　鷗

簡易宿所 2018/3/13

ＨＯＳＴＥＬ　ＰＲＥＭＩＵＭ　ＴＯＪＩ Minami-ku 京都市南区西九条比永城町１１９番地
渡部　太一

簡易宿所 2018/3/13

ＫＹＯＳＴＡＹいろは　東寺　本館 Minami-ku
京都市南区東寺東門前町３０番地１，３０番地２，３０
番地３

株式会社東寺ハウジング
代表取締役　古田　彰男

簡易宿所 2018/3/13

蓮 Minami-ku 京都市南区西九条池ノ内町９３番地８
蔡　垚

簡易宿所 2018/3/13
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炎林苑 Minami-ku 京都市南区唐橋高田町１９番地６
徐　炎

簡易宿所 2018/3/16

貴　ＴＡＫＡ Minami-ku 京都市南区東九条北松ノ木町２５番地１７
株式会社アーネスト
代表取締役　川本　智貴

簡易宿所 2018/3/20

京囲炉裏宿　ＳＥＮ　染　東寺　魚美津
ちノ彩

Minami-ku
京都市南区西九条比永城町１１５番地，西九条南田
町４６番地１

株式会社立志社
代表取締役　前田　弘二

簡易宿所 2018/3/20

４Ｓ　ＳＴＡＹ　ＫＹＯＴＯ　ＫＵＪＯ　１ Minami-ku 京都市南区東九条北松ノ木町３３番地２
株式会社住宅計画
代表取締役　國本　浩志

簡易宿所 2018/3/22

４Ｓ　ＳＴＡＹ　ＫＹＯＴＯ　ＫＵＪＯ　２ Minami-ku 京都市南区東九条北松ノ木町３３番地２
株式会社住宅計画
代表取締役　國本　浩志

簡易宿所 2018/3/22

４Ｓ　ＳＴＡＹ　ＫＹＯＴＯ　ＫＵＪＯ　３ Minami-ku 京都市南区東九条北松ノ木町３３番地２
株式会社住宅計画
代表取締役　國本　浩志

簡易宿所 2018/3/22

ＪＰ　ＲＥＳＥＲＶＥ　Ｂｉｗａ Minami-ku 京都市南区唐橋南琵琶町６番地３５
株式会社ＪＰ　ＲＥＳＥＲＶＥ
代表取締役　宮本　博昭

簡易宿所 2018/3/23

京恋東寺　三国魏 Minami-ku 京都市南区八条源町６８番地１５
アスター国際産業ソリューション株式会社
代表取締役　叶　婷婷

簡易宿所 2018/3/27

京恋東寺　三国蜀 Minami-ku 京都市南区八条源町６８番地１３
アスター国際産業ソリューション株式会社
代表取締役　叶　婷婷

簡易宿所 2018/3/27

Ｔｉｎｙ　ｉｎｎ　Ｋｙｏｔｏ（タイニーインキョウ
ト）

Minami-ku 京都市南区東九条上御霊町６６番地１０
株式会社アジット
代表取締役　柴田　剛

簡易宿所 2018/3/27

京都　桔梗 Minami-ku 京都市南区東九条西岩本町３５番地１９，３５番地２４
山﨑　里美

簡易宿所 2018/3/28

夏嵐・東寺 Minami-ku 京都市南区西九条東比永城町１４番地２３
株式会社カヨウ
代表取締役　王　維

簡易宿所 2018/3/28

ＫＹＯＳＴＡＹいろは　空木 Minami-ku 京都市南区西九条針小路町２８番地７
株式会社東寺ハウジング
代表取締役　古田　彰男

簡易宿所 2018/3/28

山崎屋 Minami-ku 京都市南区西九条寺ノ前町１０番地１
鈴木　一輝

簡易宿所 2018/3/29

紡・東寺西門前 Minami-ku 京都市南区八条寺内町１３番地３
有限会社パレス吉野
代表取締役　松村　邦江

簡易宿所 2018/4/10

Ｈｔｅｌ　ＫＡＮＳＯ－Ｓｔａｙ　Ｓｉｍｐｌｅ，Ｔｒａｖ
ｅｌ　Ｗｅｌｌ－

Minami-ku 京都市南区東九条北松ノ木町２９番地４
株式会社ＫＩＲＯ－コーポレーション
代表取締役　松本　忠基

簡易宿所 2018/4/10

旅籠　九条 Minami-ku 京都市南区東九条北松ノ木町２９番地２，４８番地３
合同会社ココット
代表社員　須藤　早紀

簡易宿所 2018/4/16

ＴＨＥ　ＧＡＲＮＥＴ　ＨＯＴＥＬ　ＫＹＯＴＯ
ＳＴＡＴＩＯＮ

Minami-ku
京都市南区東九条北烏丸町７番地，７番地５，７番地
６

株式会社ホテルエムズ
代表取締役　村田　博司

ホテル 2018/4/17

ＨＯＴＥＬ　ＫＩＲＯ　ＫＹＯＴＯ　ＳＴＡＴＩＯＮ Minami-ku 京都市南区東九条上御霊町４０番地２
株式会社ＫＩＲＯ－コーポレーション
代表取締役　松本　忠基

簡易宿所 2018/4/17

おたびしょ庵 Minami-ku 京都市南区西九条池ノ内町９９番地９
広楽株式会社
代表取締役　呉　聯化

簡易宿所 2018/4/18

Ｂｌａｃｋ　Ｈｏｕｓｅ Minami-ku 京都市南区東九条西札辻町２３番地１１
Ａｓｃｅｎｔ株式会社
代表取締役　ゴットリーブセン・キース

簡易宿所 2018/4/18

洛中の宿　菊鶴 Minami-ku 京都市南区八条内田町２番地２８
株式会社Ａｕｔｏ　Ｂｉｖｓ
代表取締役　今福　一英

簡易宿所 2018/4/20

118 ページ Minami-ku



List of Accommodations/Facilities(31 May 2018) ※営業実態が確認できない施設は掲載していません。

Name of Accommodations/Facilities City Ward Address Name of Applicant
Type of
Accommodation

Date permission
was received

ＡＹＡＹＡ Minami-ku
京都市南区東九条室町８番地１５，８番地１６，８番地
１７

松本　綾子
簡易宿所 2018/4/23

鈴　八条壬生 Minami-ku 京都市南区八条源町６８番地９
株式会社レアル
代表取締役　児玉　舟

簡易宿所 2018/4/23

京庵　東寺　紫音　－ＳＨＩＯＮ－ Minami-ku 京都市南区四ツ塚町３２番地１
合同会社ハープ
代表社員　内田　静香

簡易宿所 2018/4/26

ＫＹＯＳＴＡＹいろは　小紫２ Minami-ku 京都市南区西九条針小路町２２番地８
株式会社東寺ハウジング
代表取締役　古田　彰男

簡易宿所 2018/5/1

ＫＹＯＳＴＡＹいろは　小紫１ Minami-ku 京都市南区西九条針小路町２２番地８
株式会社東寺ハウジング
代表取締役　古田　彰男

簡易宿所 2018/5/1

八重家　京都駅前 Minami-ku 京都市南区東九条南山王町２２番地３
八光地所株式会社
代表取締役　藤林　孝二郎

簡易宿所 2018/5/2

のすたる路 Minami-ku 京都市南区東九条中札辻町３３番地
松村　友徳

簡易宿所 2018/5/8

西九条大国町宿所 Minami-ku 京都市南区西九条大国町４１番地
つばさ合同会社
代表社員　染谷　英雄

簡易宿所 2018/5/8

笑 Minami-ku 京都市南区西九条島町５３番地３
カソク株式会社
代表取締役　新井　恵介

簡易宿所 2018/5/8

アリストンホテル京都十条 Minami-ku 京都市南区上鳥羽勧進橋町２３番地
アリストンホテルズアンドアソシエーツ株式会社
代表取締役　山下　博史

ホテル 2018/5/9

アクア・プリータ１０２号室 Minami-ku 京都市南区東九条東山王町５番地
清水　冨美子

簡易宿所 2018/5/10

Ｋｙｏｔｏ　Ｋｕｊｏ　Ｉｎｎ Minami-ku 京都市南区東九条中御霊町６５番地
薮田　敏明

簡易宿所 2018/5/28

ダイワロイヤルホテルグランデ京都 Minami-ku 京都市南区東九条西岩本町１５番地
ダイワロイヤルホテルシティ株式会社
代表取締役　柴山　良成

ホテル 2018/5/29
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松山閣 Ukyo-ku 京都市右京区鳴滝宇多野谷20
株式会社　松山閣
代表取締役　松山　吉之

旅館 1967/12/4

もみぢ家 Ukyo-ku 京都市右京区梅ケ畑西ノ畑町2
株式会社　もみぢ家
代表取締役　山本　信

旅館 1970/4/10

民宿　嵐山 Ukyo-ku 京都市右京区嵯峨北堀町38
小寺　忠

簡易宿所 1970/10/19

公立学校共済組合　嵐山保養所花の
いえ

Ukyo-ku 京都市右京区嵯峨天龍寺角倉町9
公立学校共済組合
理事長　金森　越哉

旅館 1973/9/20

民宿　井上 Ukyo-ku 京都市右京区嵯峨釈迦堂藤ノ木町1
井上　ふみゑ

簡易宿所 1975/3/6

民宿　わらびの里 Ukyo-ku 京都市右京区北嵯峨六代芝町24-1
長浜　宇三郎

簡易宿所 1975/7/12

梅次郎 Ukyo-ku 京都市右京区嵯峨大覚寺門前宮ノ下町10-2
小畑　つね子

簡易宿所 1976/10/26

もみぢ家　別館 Ukyo-ku 京都市右京区梅ケ畑御経坂町32-1
株式会社　もみぢ家
代表取締役　山本　信

旅館 1976/10/29

嵯峨　一休 Ukyo-ku 京都市右京区嵯峨大覚寺門前六道町72
河原林　貞子

簡易宿所 1976/10/30

東林院 Ukyo-ku 京都市右京区花園妙心寺町59
宗教法人　東林院
代表役員　西川　玄房

簡易宿所 1977/6/3

笑福亭 Ukyo-ku 京都市右京区京北比賀江町院谷23-2
内ヶ島　正和

旅館 1978/1/28

出版健康保険組合　京都保養所「すみ
のくら」

Ukyo-ku 京都市右京区嵯峨天龍寺造路町30-11
出版健康保険組合
理事長　高井　昌史

旅館 1978/10/31

旅館　高雄観光ホテル Ukyo-ku 京都市右京区梅ケ畑高雄町5
有限会社　高雄観光ホテル
代表取締役　人美　益男

旅館 1978/11/29

御室会館 Ukyo-ku 京都市右京区御室大内33
宗教法人　仁和寺
代表役員　立部　祐道

旅館 1979/3/12

小塩民宿 Ukyo-ku 京都市右京区京北小塩町西谷口１番地の７
林　隆男

簡易宿所 1980/1/30

簡易宿所　鹿王院 Ukyo-ku 京都市右京区嵯峨北堀町24
宗教法人　鹿王院
代表役員　吹田　宏海

簡易宿所 1980/3/31

京都府立ゼミナールハウス Ukyo-ku 京都市右京区京北下中町鳥谷２番地
財団法人　京都ゼミナールハウス
代表理事　岸本　勇雄

簡易宿所 1980/5/23

京都市野外活動施設京北山国の家 Ukyo-ku 京都市右京区京北小塩町初川口11番地の３
京都市
市長　門川　大作

簡易宿所 1980/7/7

サンメンバーズ　京都嵯峨 Ukyo-ku 京都市右京区嵯峨広沢南野町27-1
リゾートトラスト　株式会社
代表取締役　伏見　有貴

ホテル 1980/12/25

菊香荘 Ukyo-ku 京都市右京区太秦西蜂岡町9
加藤　繁治

旅館 1981/7/17

富貴　若竹 Ukyo-ku 京都市右京区太秦堀ケ内町33
福谷　喜代子

簡易宿所 1982/3/12

京都マイペンション Ukyo-ku 京都市右京区西院小米町34
有限会社　京都マイペンション
取締役　奥村　麻里子

簡易宿所 1982/12/27
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すし米 Ukyo-ku 京都市右京区京北周山町中ヶ市15-2
黒川　肇

旅館 1984/4/25

嵐山　辨慶 Ukyo-ku 京都市右京区嵯峨天龍寺芒ノ馬場町34
株式会社　嵐山　辨慶
代表取締役　磯橋　輝彦

旅館 1985/10/3

ペンション愛宕道 Ukyo-ku 京都市右京区京北細野町井根砂子９番地
一瀨　志江

簡易宿所 1985/10/12

旅館　ホテル　クラウン Ukyo-ku 京都市右京区西院金槌町1-1.2-1
株式会社　加沙
代表取締役　林　哲也

旅館 1986/2/21

観光旅館　嵯峨グレースホテル Ukyo-ku 京都市右京区嵯峨新宮町6番地1
潟渕　博

旅館 1986/3/3

谷口旅館 Ukyo-ku 京都市右京区嵯峨柳田町45
鷲足　ハルエ

簡易宿所 1986/5/14

ペンション上桂 Ukyo-ku 京都市右京区京北井戸町丸山23番地1
田中　くに子

簡易宿所 1987/8/1

簡易宿所　ジャパンペンションマインド
ゲーム

Ukyo-ku 京都市右京区嵯峨天龍寺車道町48-5
木下　肇

簡易宿所 1987/12/24

ますや Ukyo-ku 京都市右京区嵯峨清滝町4
森田　雅雄

旅館 1988/9/27

ペンション宇多野 Ukyo-ku 京都市右京区鳴滝本町110-5
杉村　一馬

簡易宿所 1989/3/2

民宿　野菊 Ukyo-ku 京都市右京区嵯峨大覚寺門前登リ町18
湯浅　みさを

簡易宿所 1991/11/13

花園会館 Ukyo-ku 京都市右京区花園木辻北町 1-5,1-4
臨済宗　妙心寺派
代表役員　栗原　正雄

ホテル 1996/2/16

民宿　汽車ポッポ Ukyo-ku 京都市右京区嵯峨天龍寺瀬戸川町 18-23
辻村　ソノコ

簡易宿所 1996/2/16

ホテル嵯峨野 Ukyo-ku 京都市右京区嵯峨罧原町 16-6
大盛光洋株式会社
代表取締役　財部　俊江

ホテル 1996/8/16

京北町宇津峡公園 Ukyo-ku
京都市右京区京北下宇津町向ヒ山1，1-1，2-13，3-
1，3-2，7-1

京都市
市長　門川　大作

簡易宿所 1997/3/31

有限会社　高雄錦水亭 Ukyo-ku 京都市右京区梅ケ畑殿畑町４０番地
有限会社　高雄錦水亭
代表取締役　中川　秀明

旅館 1998/6/5

お食事処　やまざき旅館 Ukyo-ku 京都市右京区梅ケ畑高鼻町１１
有限会社　そば処やまざき
代表取締役　山﨑　健弘

旅館 2002/12/9

芹の里 Ukyo-ku 京都市右京区京北芹生町芹生22番地
前田　清子

簡易宿所 2004/1/9

サン・フェニ西院 Ukyo-ku 京都市右京区西院平町３３－１
有限会社　都大路
取締役　上田　ミヤ子

簡易宿所 2004/12/17

神部　牛若丸の宿 Ukyo-ku 京都市右京区花園艮北町２１
神部　清子

簡易宿所 2005/6/14

旅亭　嵐月 Ukyo-ku 京都市右京区嵯峨天龍寺芒ノ馬場町７番地
大藤産業株式会社
代表取締役　佐藤　行信

旅館 2005/11/9

ゲストハウス　ぼら Ukyo-ku 京都市右京区太秦堀ケ内町27-15
大西　晴人

簡易宿所 2006/1/17
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リノ　ホテル　京都Ｒｈｉｎｏ　Ｈｏｔｅｌ　Ｋｙｏ
ｔｏ

Ukyo-ku 京都市右京区西院三蔵町１７番地
株式会社　冨士ビルディング
代表取締役　兼元　宏和

ホテル 2006/11/13

ＥＸＣＥＬＬＥＮＴ　西院 Ukyo-ku 京都市右京区西院下花田町６番地の１　５F
京都熱学株式会社
代表取締役　平松　敏啓

簡易宿所 2008/6/16

京都市宇多野ユースホステル Ukyo-ku 京都市右京区太秦中山町２９番地
京都市長　門川　大作

簡易宿所 2008/6/27

Ｋ－ｙａｒｄ Ukyo-ku 京都市右京区嵯峨野宮ノ元町４番地１，４番地１４
北村　覚

簡易宿所 2011/4/11

旅宿　あたごや Ukyo-ku 京都市右京区嵯峨天龍寺車道町４－２７
和田　健二

簡易宿所 2011/11/7

あしたも Ukyo-ku 京都市右京区嵯峨野宮ノ元町４９－１９
上野　隆

簡易宿所 2011/12/5

春光院宿坊　哲龍窟 Ukyo-ku 京都市右京区花園妙心寺町４２番，１１番
宗教法人春光院
代表役員　川上　史朗

簡易宿所 2012/11/19

ホテルビナリオ嵯峨嵐山　コミュニティ
嵯峨野

Ukyo-ku 京都市右京区嵯峨天龍寺広道町３－４
アイアンドエフ・ビルディング株式会社
代表取締役　泉　邦治

ホテル 2013/7/18

オリックス京都嵐山荘 Ukyo-ku 京都市右京区嵯峨天龍寺芒ノ馬場町１７
オリックス株式会社
代表執行役　井上　亮

簡易宿所 2014/3/10

京都・嵐山　ご清遊の宿　らんざん Ukyo-ku 京都市右京区嵯峨天龍寺芒ノ馬場町33
株式会社らんざん
代表取締役　吉田　寛

ホテル 2014/5/13

ハッツンハットホステル Ukyo-ku 京都市右京区常盤草木町９－８
髙畑　真二

簡易宿所 2014/11/13

翠嵐ラグジュアリーコレクションホテル
京都

Ukyo-ku 京都市右京区嵯峨天龍寺芒ノ馬場町１２番
森トラスト・ホテルズ＆リゾーツ株式会社
代表取締役　伊達　美和子

ホテル 2015/3/9

徳平庵 Ukyo-ku 京都市右京区京北上弓削町弾正４番地
植田　秀男

簡易宿所 2015/7/3

遊月 Ukyo-ku 京都市右京区京北弓槻町南ノ下１２番地
西村　眞夫

簡易宿所 2015/8/3

京蔵庵 Ukyo-ku 京都市右京区西院西三蔵町２１番地４
近藤　喜之

簡易宿所 2015/12/10

グローバルケア蚕ノ社 Ukyo-ku 京都市右京区太秦森ケ東町８番地
小田垣　侃

簡易宿所 2016/2/9

永明院　隠寮 Ukyo-ku 京都市右京区嵯峨天龍寺芒ノ馬場町６０番地
特定非営利活動法人京都文化協会
理事　田辺　孝次

簡易宿所 2016/5/12

京都ゲストハウスmeguri Ukyo-ku 京都市右京区太秦安井辻ノ内町４番地４
合同会社　Ｌｏｃｋ　Ｆｏｒｗａｒｄ
代表社員　稲口　和也

簡易宿所 2016/5/25

エステイト東久西京極 Ukyo-ku 京都市右京区西京極南大入町７１番地１
株式会社　不動産東久
代表取締役　安本　二美代

簡易宿所 2016/6/6

Ｂａｎｊａ Ukyo-ku 京都市右京区京北下熊田町杉ノ谷３１番地
田中　奈実

簡易宿所 2016/6/24

イワシゲビル Ukyo-ku
京都市右京区西京極西池田町１１番地３０１号室，３
０２号室

岩本　林治
簡易宿所 2016/7/13

ＢＥＧＩＮ Ukyo-ku 京都市右京区西院上今田町１番地
株式会社　ヴィンテージ・デジャヴ・京都
代表取締役　鵜野　祥宏

簡易宿所 2016/8/8
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庵 Ukyo-ku 京都市右京区西院東淳和院町１９番地
原田　豊

簡易宿所 2016/8/23

京の宿　おりづる Ukyo-ku 京都市右京区梅津北町６２番地，６２番地１４
有限会社　天神川ファクトリー
代表取締役　黒岩　義正

簡易宿所 2016/10/21

ＪＡＰＡＮＩＮＧ　ＨＯＴＥＬ　ＯＸＡ Ukyo-ku 京都市右京区西院乾町７０番地
ＪＡＰＡＮＩＮＧ株式会社
代表取締役　中野　拓磨

簡易宿所 2016/11/2

五右衛門 Ukyo-ku 京都市右京区京北下熊田町泓ケ２番地
田中　正則

簡易宿所 2016/12/6

Ａｒａｓｈｉｙａｍａ　Ｂａｍｂｏｏ　Ｇｕｅｓｔ　Ｈｏ
ｕｓｅ

Ukyo-ku 京都市右京区嵯峨天龍寺車道町４番地１６　３階
田中　厚史

簡易宿所 2016/12/12

忍（ＳＨＩＮＯＢＩ） Ukyo-ku 京都市右京区太秦桂ケ原町１７番地５９
松山　芳満

簡易宿所 2016/12/20

町宿　千　ＳＥＮ Ukyo-ku 京都市右京区太秦安井春日町１５番地７
上田コンサルティング合同会社
代表社員　上田　真由美

簡易宿所 2016/12/22

耕し歌ふぁーむ Ukyo-ku 京都市右京区京北下黒田町鶴野３１番地
松平　奈美

簡易宿所 2016/12/22

ｔｉｐｉｔａｋａ Ukyo-ku 京都市右京区西院西三蔵町２１番地　２階
重松　正芳

簡易宿所 2017/1/11

ゲストハウス嵯峨嵐山 Ukyo-ku 京都市右京区嵯峨天龍寺瀬戸川町１０番地５
南浦　貴行

簡易宿所 2017/1/11

Ｃｈａｒｍｉｎｇ Ukyo-ku 京都市右京区太秦安井辰巳町１１番地３
ＲＯＢＥＲＴＳ　ＳＵＺＡＮ　ＬＥＥ

簡易宿所 2017/1/26

Ｚｅｎ Ukyo-ku 京都市右京区太秦安井辰巳町１１番地１
ＲＯＢＥＲＴＳ　ＳＵＺＡＮ　ＬＥＥ

簡易宿所 2017/1/26

Ｓｉｍｐｌｅ Ukyo-ku 京都市右京区太秦安井辰巳町１１番地
ＲＯＢＥＲＴＳ　ＳＵＺＡＮ　ＬＥＥ

簡易宿所 2017/1/26

つばめ Ukyo-ku 京都市右京区西院南高田町４番地２階
竹田　尚美

簡易宿所 2017/1/31

Ｇｕｅｓｔ　ｈｏｕｓｅ　古都音－ＫＹＯＴＯ Ukyo-ku 京都市右京区西京極芝ノ下町１０番地１
渡邊　秀行

簡易宿所 2017/2/1

Ｖｉｌｌａ　Ｋｙｏｔｏ　Ｓａｉｉｎ Ukyo-ku 京都市右京区西院北井御料町９番地２
得津　祐介

簡易宿所 2017/2/1

ユカラの家 Ukyo-ku 京都市右京区京北大野町横枕３１番地
曽　緋蘭

簡易宿所 2017/2/3

カプセルホテル　京都 Ukyo-ku 京都市右京区西院巽町４番地
合同会社　西東エステート
代表社員　齋藤　具子

簡易宿所 2017/2/10

辨慶　別邸 ＡＲＡＳＨＩＹＡＭＡ　Ｐｒｅｍｉｕ
ｍ　Ｒｅｓｉｄｅｎｔｉａｌ

Ukyo-ku 京都市右京区嵯峨天龍寺芒ノ馬場町３３番地１
磯橋　輝彦

簡易宿所 2017/2/17

西ｉｎｎ Ukyo-ku 京都市右京区山ノ内中畑町１０番地１１
株式会社　ＩＮＦＩＮＩＴＹ　ＰＬＵＳ
代表取締役　山北　栄治

簡易宿所 2017/2/20

京の小宿　ＫＡＮＡ町家 Ukyo-ku 京都市右京区西院松井町１５番地３
桑田　千佐子

簡易宿所 2017/2/22

Ｋｙｏｔｏ　Ｇｕｅｓｔ　Ｈｏｕｓｅ Ukyo-ku 京都市右京区西院三蔵町２２番地２階
鶴岡　昌代

簡易宿所 2017/2/28
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妙心寺ゲストハウス Ukyo-ku 京都市右京区谷口園町３２番地１
紀井　莉莉亜

簡易宿所 2017/2/28

つばめ家 Ukyo-ku
京都市右京区嵯峨広沢南野町２８番地３サクセスス
イートビル　２階

田中　悟
簡易宿所 2017/3/8

Ｃｏｚｙ　三条 Ukyo-ku 京都市右京区西院春栄町４番地２４
新庄　俊也

簡易宿所 2017/3/13

ゲストハウスさくら Ukyo-ku
京都市右京区西京極西川町４５番地１，４５番地８ド
ルミイシダ１Ｆ

石田　博之
簡易宿所 2017/3/29

ゲストハウス　榮都 Ukyo-ku 京都市右京区西院坤町５５番地
株式会社　イスタ
代表取締役　三浦　さえ子

簡易宿所 2017/4/14

棠 Ukyo-ku 京都市右京区西院西平町３番地５
張　哲銘

簡易宿所 2017/5/1

農家民宿　ほろろん Ukyo-ku 京都市右京区京北大野町廣畑４５番地
河原林　頼子

簡易宿所 2017/5/2

ゲストハウス　むらさき Ukyo-ku 京都市右京区西院西高田町１番地３
株式会社　笑福
代表取締役　藤原　雄司

簡易宿所 2017/5/31

酉 Ukyo-ku 京都市右京区西院乾町４６番地２
北山貿易株式会社
代表取締役　李　文文

簡易宿所 2017/6/1

卯 Ukyo-ku 京都市右京区西院乾町４６番地３
北山貿易株式会社
代表取締役　李　文文

簡易宿所 2017/6/1

京都ゲストハウスｍｅｇｕｒｉ円町 Ukyo-ku 京都市右京区花園藪ノ下町１３番地　２階
貫和　康人

簡易宿所 2017/6/2

ＪＱ　Ｖｉｌｌａ　Ｋｙｏｔｏ　Ｎｉｓｈｉｋｙｏｕｇｏｋｕ１ Ukyo-ku 京都市右京区西京極北裏町２１番地８　１階，２階
株式会社　ファースト
代表取締役　木村　隆之

簡易宿所 2017/7/5

Ｇｌｏｂａｌ　Ｃａｒｅ　京都嵐山 Ukyo-ku 京都市右京区太秦一ノ井町３０番地８
小田垣　侃

簡易宿所 2017/8/9

京都ハウスＮＡＯ　西大路五条 Ukyo-ku 京都市右京区西院西高田町２０番地３１階，２階
谷川賃貸住宅サービス株式会社
代表取締役　谷川　直正

簡易宿所 2017/8/15

ＪＡＰＡＮＩＮＧ　ＨＯＴＥＬ　京都ＳＡＧＡ嵐
山

Ukyo-ku
京都市右京区嵯峨釈迦堂門前瀬戸川町１４番地，１
４番地２６

株式会社　ガーネット
代表取締役　中野　拓磨

簡易宿所 2017/9/11

Ｓａｍｕｒａｉ　Ｓｕｉｔｅ Ukyo-ku 京都市右京区花園寺ノ内町９番地２
南　由巳子

簡易宿所 2017/10/3

Ｓａｍｕｒａｉ　Ｓｕｉｔｅ　ｓｅｃｏｎｄ Ukyo-ku 京都市右京区花園寺ノ内町９番地３
南　由巳子

簡易宿所 2017/10/3

仁和寺松林庵 Ukyo-ku 京都市右京区御室大内３３番地１
仁和寺
代表役員　立部　祐道

簡易宿所 2017/10/30

嵐山　三楽荘 Ukyo-ku 京都市右京区嵯峨天龍寺北造路町６番地１
株式会社三楽
代表取締役　三柴　照和

簡易宿所 2017/10/30

Ｒｏｙｃｅ　Ｈａｎａｚｏｎｏ Ukyo-ku 京都市右京区太秦安井小山町１５番地６　１Ｆ
ｒｏｙｃｅ合同会社
代表社員　畠山　鉄次

簡易宿所 2017/11/6

民宿　嵯峨菊 Ukyo-ku
京都市右京区嵯峨釈迦堂門前南中院町１９番地，２
１番地２

合同会社嵯峨菊
代表社員　佐々木　ふみゑ

簡易宿所 2017/11/7

ＭＹＨＯＭＥ　ＶＩＬＬＡ　ＵＺＵＭＡＳＡ Ukyo-ku 京都市右京区太秦御所ノ内町１番地６６
株式会社ＭＹホーム
代表取締役　田原　卓

簡易宿所 2017/12/28
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故郷の家 Ukyo-ku 京都市右京区太秦森ケ東町２９番地１０
國崎　洪大

簡易宿所 2018/1/11

石のや　ＩＳＨＩ　ｎｏ　ＹＡ Ukyo-ku 京都市右京区山ノ内瀬戸畑町１９番地１，１９番地２
株式会社リーガルテック
代表取締役　石原　一樹

簡易宿所 2018/2/1

美盧西院西今田町邸 Ukyo-ku 京都市右京区西院西今田町１３番地１０
日本ビジネスコンサルティング株式会社
代表取締役　仲馬　佳男

簡易宿所 2018/2/1

ゲストハウス　ちはやふる Ukyo-ku 京都市右京区西院春栄町３５番地１１
東田　竜一

簡易宿所 2018/2/14

千家　華廊（かろう） Ukyo-ku 京都市右京区嵯峨野内田町１番地２５
株式会社Ｈｏｕｓｅｌｉｆｅ
代表取締役　張　雯雯

簡易宿所 2018/2/15

Ｐｒｅｍｉｅｒｅ　Ａｒａｓｈｉｙａｍａ Ukyo-ku
京都市右京区嵯峨天龍寺造路町６番地２，６番地１
２，６番地３５，６番地３８ウエストビル　２Ｆ

河村　博光
簡易宿所 2018/3/13

ファーストキャビン京都嵐山 Ukyo-ku
京都市右京区嵯峨天龍寺造路町２０番地１，２０番地
２，２０番地５京福電鉄嵐山駅ビル　２階，３階

株式会社ファーストキャビン京都嵐山
代表取締役　来海　忠男

簡易宿所 2018/3/23

ウェスト　アヴェニュー西院 Ukyo-ku
京都市右京区西院東淳和院町２４番地９，２４番地２
４

株式会社ゲストハウスイン
代表取締役　中村　淳

簡易宿所 2018/3/28

民宿　嵯峨野 Ukyo-ku 京都市右京区嵯峨釈迦堂門前南中院町１８番地
河瀬　紀代美

簡易宿所 2018/4/13

青楓 Ukyo-ku 京都市右京区西院西三蔵町２５番地
立千株式会社
代表取締役　王　成瀚

簡易宿所 2018/4/13

ゲストハウス美盧　三条西院 Ukyo-ku 京都市右京区西院春栄町４番地５
日本ビジネスコンサルティング株式会社
代表取締役　仲馬　佳男

簡易宿所 2018/4/18
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嵐山温泉彩四季の宿花筏 Nishikyo-ku 京都市西京区嵐山中尾下町57-1
株式会社　嵐山観光ホテル花筏
代表取締役　中西　眞

旅館 1970/3/4

京嵐山亭 Nishikyo-ku 京都市西京区嵐山西一川町２－１
トヨタ販売連合健康保険組合
理事長　伊藤　隆之

旅館 1970/5/8

三井物産　嵐山寮 Nishikyo-ku 京都市西京区嵐山中尾下町３４番地１
三井物産　株式会社
代表取締役　安永竜夫

旅館 1977/9/7

渡月亭　秀山閣 Nishikyo-ku 京都市西京区嵐山中尾下町56
株式会社　渡月亭
代表取締役　古川　拓也

旅館 1977/12/28

ホテル嵐山洛西店 Nishikyo-ku 京都市西京区大枝沓掛町22-1
有限会社　サンサン
代表取締役　山田　初子

旅館 1985/2/8

朝日新聞健康保険組合　嵐山保養所 Nishikyo-ku 京都市西京区嵐山中尾下町8-1
朝日新聞健康保険組合
理事長　中村　博信

旅館 1985/10/14

渡月亭　碧川閣 Nishikyo-ku 京都市西京区嵐山中尾下町54-4
株式会社　渡月亭
代表取締役　古川　拓也

旅館 1985/11/11

ホテル　アルシュ Nishikyo-ku 京都市西京区山田大吉見町19-1
丸玉興行　株式会社
代表取締役　玉村　賢二

ホテル 1989/12/22

ホテル　ラ・シエスタ Nishikyo-ku 京都市西京区大枝沓掛町26-29,26-819
株式会社　山井産業
代表取締役　山本　八郎

ホテル 1993/5/19

リゾートインセルバ　ＲＥＳＯＲＴ ＩＮＮ ｓ
ｅｌｖａ

Nishikyo-ku 京都市西京区大枝沓掛町22番地２９
大枝観光株式会社
代表取締役　正木　昭七

ホテル 1994/3/14

ＨＯＴＥＬ　Ｌｉｂｅｒａ Nishikyo-ku 京都市西京区大枝沓掛町８番地の２
暁観光株式会社
代表取締役　正木　昭七

ホテル 2000/5/1

ベネフィット・ステーション嵐山倶楽部 Nishikyo-ku 京都市西京区嵐山西一川町１－５
株式会社　ベネフィット・ワン
代表取締役　白石　徳生

旅館 2005/3/8

ホテル　クーナ Nishikyo-ku 京都市西京区大枝沓掛町２６番地３０
株式会社　クーナ
代表取締役　中場　健太

ホテル 2005/10/31

スウィーツホテル　プリマヴェーラ Nishikyo-ku 京都市西京区大枝沓掛町２２番地１０
株式会社　ホテルアクセント
代表取締役　浅井　浩輝

簡易宿所 2007/6/12

ホテル　洛西 Nishikyo-ku 京都市西京区大枝沓掛町７番地４７
有限会社　アツプル
代表取締役　上田　光男

簡易宿所 2009/1/26

星のや京都 Nishikyo-ku 京都市西京区嵐山元録山町１１の２
株式会社嵐山温泉嵐峡舘
代表取締役　中村　海太

ホテル 2009/11/13

癒しすぺーすＭＡＮＡ Nishikyo-ku 京都市西京区嵐山中尾下町２４番地６
玉井　恵

簡易宿所 2010/11/22

結庵 Nishikyo-ku 京都市西京区嵐山中尾下町５１番地
株式会社　スターナビゲーション・アソシエイツ
代表取締役　鳥居　聡

簡易宿所 2011/3/29

京都嵐山温泉「花伝抄」 Nishikyo-ku 京都市西京区嵐山西一川町５番４，４番３
株式会社　共立メンテナンス
代表取締役　上田　卓味

ホテル 2011/9/5

大山　Ｇｕｅｓｔ　Ｈｏｕｓｅ　Ｋｙｏｔｏ Nishikyo-ku 京都市西京区上桂宮ノ後町３１－７
大山　外成

簡易宿所 2012/1/17

ビジネスホテル嵐山 Nishikyo-ku 京都市西京区嵐山上河原町１番地３
有限会社エムアンドエヌ
代表取締役　藤原　薫

簡易宿所 2015/10/30

ゲストハウス　嵐 Nishikyo-ku 京都市西京区嵐山中尾下町４８番地
後藤　美善

簡易宿所 2016/2/19
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ＳＡＩＺＥＮ松室ＳＴＡＹ Nishikyo-ku 京都市西京区松室庄田町１番地９　２階
福井　淳也

簡易宿所 2016/6/7

ＪＡＰＡＮＩＮＧ　ＨＯＴＥＬ　ＬｉＶ　嵐楼閣 Nishikyo-ku 京都市西京区嵐山中尾下町５４番地２
株式会社ガーネット
代表取締役　中野　拓磨

ホテル 2016/10/21

京都嵐山サクラストーリー Nishikyo-ku 京都市西京区嵐山中尾下町３２番地３　２階
杉山　俊治

ホテル 2017/1/5

Ｍｕｌａｎ　Ｈｏｓｔｅｌ Nishikyo-ku 京都市西京区嵐山上海道町７４番地１５，７４番地１６
株式会社　２３ＩＮＴＥＲＮＡＴＩＯＮＡＬ　ＣＯＲＰＯＲＡＴＩＯＮ
代表取締役　王　蔓

簡易宿所 2017/2/28

夢庵（上桂ＡＲＣＵＳ） Nishikyo-ku 京都市西京区上桂宮ノ後町３８番地５
德久　聡

簡易宿所 2017/3/31

ホテル和茶和茶 Nishikyo-ku 京都市西京区大枝沓掛町２２番地３
東海産業株式会社
代表取締役　山﨑　秀一郎

ホテル 2017/6/1

Ｔｈｅ　ＧｒａｎｄＷｅｓｔ　Ａｒａｓｈｉｙａｍａ Nishikyo-ku
京都市西京区嵐山上海道町４８番地，４８番地３２，６
５番地１

ジャパンリゾート株式会社
代表取締役　松下　正仁

簡易宿所 2017/8/31

リバーサイド嵐山 Nishikyo-ku
京都市西京区嵐山中尾下町９番地，１０番地，１１番
地

ミサワホーム不動産株式会社
代表取締役　岡村　康晴

簡易宿所 2017/12/1

京都エミナース Nishikyo-ku 京都市西京区大原野東境谷町二丁目４番地
万葉倶楽部株式会社
代表取締役　高橋　理

簡易宿所 2018/3/23

晴博（はるひろ） Nishikyo-ku 京都市西京区嵐山中尾下町２０番地４８
株式会社きょうと観光
代表取締役　梅原　博武

簡易宿所 2018/4/16

京旅籠やまの Nishikyo-ku 京都市西京区嵐山上海道町３６番地
張　京和

簡易宿所 2018/5/1
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桃山温泉　月見館 Fushimi-ku 京都市伏見区桃山町泰長老１６０番地の４
株式会社　月見館
代表取締役　南　光大

旅館 1955/12/13

薬力亭 Fushimi-ku 京都市伏見区稲荷山官有地
木村　ツギ江

簡易宿所 1957/12/26

清和荘 Fushimi-ku 京都市伏見区深草越後屋敷町8
株式会社　清和荘
代表取締役　竹中　徹男

旅館 1959/2/10

伏見稲荷大社　参集殿 Fushimi-ku 京都市伏見区深草薮之内町
宗教法人　伏見稲荷大社
代表役員　中村　陽

旅館 1963/11/4

三玉亭 Fushimi-ku 京都市伏見区稲荷山官有地三ツ辻
一色　和子

旅館 1967/6/16

林亭 Fushimi-ku 京都市伏見区深草開土口町12
有限会社　林亭
代表取締役　林　しげ子

旅館 1967/11/2

旅館　ホテル　Ｄｉｏｎ Fushimi-ku 京都市伏見区羽束師菱川町390
東和産業　株式会社
代表取締役　加藤　勝己

旅館 1970/8/7

ゆめや Fushimi-ku 京都市伏見区中島秋ノ山町１０７
株式会社　銀泉
代表取締役　川北　将士

旅館 1970/11/18

旅館　からたち Fushimi-ku 京都市伏見区深草一ノ坪町20-6
奥邨　靖子

旅館 1974/8/6

修証殿 Fushimi-ku 京都市伏見区醍醐伽藍町1
宗教法人　醍醐寺
代表役員　麻生　文雄

簡易宿所 1976/2/26

ちとせ Fushimi-ku 京都市伏見区南新地58
仙元　千鶴子

旅館 1978/1/12

ホテルハグハグ Fushimi-ku
京都市伏見区竹田西小屋ノ内町３８，３９４０，４１，４
１－１

エース興産　株式会社
代表取締役　岩山　洸市

旅館 1979/11/8

ホテルとなりのクル Fushimi-ku 京都市伏見区竹田西小屋ノ内町４３，４４
株式会社上出観光
代表取締役　向井　真由美

旅館 1981/7/17

旅館　第１シャルマン Fushimi-ku
京都市伏見区下鳥羽広長町127,128,129,130,131,133
の一部

神谷　孝伸
旅館 1981/12/25

旅館　第２シャルマン Fushimi-ku 京都市伏見区下鳥羽広長町133,134,135,136の一部
吉田　忠義

旅館 1981/12/25

桃山いろは舘 Fushimi-ku 京都市伏見区桃山町鍋島6
岡本　隆志

旅館 1983/10/3

ブリオ Fushimi-ku 京都市伏見区竹田西小屋ノ内町２６番地
株式会社　華仙
代表取締役　豊川　徳淳

旅館 1983/11/17

電源開発　深草荘 Fushimi-ku 京都市伏見区深草願成町18-5
電源開発　株式会社
代表取締役　渡部　肇史

旅館 1984/3/29

旅館　ホテルシャルマン Fushimi-ku 京都市伏見区下鳥羽広長町144,145,133の一部
共栄商事株式会社
代表取締役　吉田　弘子

旅館 1984/8/15

エルミタージュ Fushimi-ku 京都市伏見区竹田東小屋ノ内町３
有限会社　リックスコーポレーション
代表取締役　林　潔將

旅館 1984/12/4

ｋａｒａ　ｈａｎａ Fushimi-ku 京都市伏見区羽束師菱川町385
株式会社　ヤマワ
代表取締役　山本　八郎

旅館 1985/2/8

Ｌａｐａ　ＪＵＲＩＡ Fushimi-ku 京都市伏見区竹田東小屋ノ内町１
株式会社　現代観光
代表取締役　松山　良子

旅館 1985/2/8
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ミント　ＰＲＥＭＩＵＭ Fushimi-ku 京都市伏見区竹田田中殿町８７
タイムクリエート有限会社
代表取締役　小島　清

旅館 1985/12/6

ｇｒａｃｅ Fushimi-ku 京都市伏見区羽束師菱川町385-7
有限会社　ケイアンドワイ
代表取締役　荒木　浩

旅館 1986/2/14

近畿荘 Fushimi-ku 京都市伏見区南新地4-46
神村　豊

簡易宿所 1990/4/17

パルセスイン京都 Fushimi-ku 京都市伏見区下鳥羽東芹川町４５
パルセス　株式会社
代表取締役　松本　正子

ホテル 1991/2/2

ホテルインフォメーション２４ Fushimi-ku 京都市伏見区竹田小屋ノ内町６－３４
関東　史雄

ホテル 1992/7/17

旅館　寿々喜荘 Fushimi-ku 京都市伏見区成町８１３－１
鈴木　貞敏

旅館 1992/10/19

アーバンホテル京都 Fushimi-ku 京都市伏見区深草西浦町四丁目59番地
アーバンホテルシステム株式会社
代表取締役　杉本　豊平

ホテル 1994/3/4

田中亭旅館 Fushimi-ku 京都市伏見区深草稲荷中之町 45
中野　好

旅館 1995/9/20

ホテル　グランドファイン Fushimi-ku 京都市伏見区竹田西小屋ノ内町３１，３２番地
株式会社　コスモス開発
代表取締役　関　則之

ホテル 1999/1/8

アーバン　イン　伏見 Fushimi-ku
京都市伏見区西大手町307-53,107及び周防町331-
41

有限会社アーバンイン伏見
取締役　田中　貴子

ホテル 1999/4/16

星の砂 Fushimi-ku 京都市伏見区竹田西小屋ノ内町２８
有限会社　リベロ
取締役　高原　光時

旅館 2000/2/21

京セラ伏見敬愛館 Fushimi-ku 京都市伏見区下鳥羽西芹川町４６番地
京セラ株式会社
代表取締役　山口　悟郎

ホテル 2000/9/7

ブティックホテルもしもしピエロ Fushimi-ku 京都市伏見区竹田田中殿町88番地
有限会社　もしもしピエロ
取締役　山本　泰子

ホテル 2001/2/8

ビジネス旅館　阿蘇 Fushimi-ku 京都市伏見区西大手町３０７－１１４
吉川　孝子

旅館 2002/2/1

ホテル　ヴァン・ヴェールＡＮＮＥＸ Fushimi-ku 京都市伏見区竹田西小屋ノ内町３番地
有限会社　ジャパンエース企画
代表取締役　中濱　博

ホテル 2002/5/2

ホテルファインガーデン京都南店 Fushimi-ku
京都市伏見区竹田東小屋ノ内町１２，１３，１４，１５，
１６

株式会社　オリーブ
代表取締役　関　寛之

ホテル 2002/12/19

MYTH-Rinata Fushimi-ku 京都市伏見区竹田東小屋ノ内町62
有限会社エルオフィス
取締役　脇田　克廣

ホテル 2004/2/20

寺田屋 Fushimi-ku 京都市伏見区南浜町263番地
冨信株式会社
代表取締役　津幡　学

旅館 2004/4/16

京都　和蔵 Fushimi-ku 京都市伏見区竹田西小屋ノ内町８番地
有限会社　ディーズコーポレーション
代表取締役　松田　祥一郎

簡易宿所 2006/10/11

ホテル　ジュ・ルヴィアン Fushimi-ku 京都市伏見区羽束師菱川町３８５－５
有限会社　ＪＯコーポレーション
代表取締役　松岡　勲

ホテル 2006/12/5

くれたけ庵 Fushimi-ku 京都市伏見区南新地4-21
安達　委夫

簡易宿所 2007/4/20

ブリオ（新館） Fushimi-ku 京都市伏見区竹田西小屋ノ内町２６番地
株式会社　華仙
代表取締役　豊川　徳淳

簡易宿所 2007/9/5
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ホテル　サラ・デル・レイ Fushimi-ku 京都市伏見区竹田西小屋ノ内町６番地
有限会社　丸欣
代表取締役　奥田　憲一

ホテル 2008/8/1

ホテル　Ｗスタイル Fushimi-ku 京都市伏見区淀美豆町８６８
株式会社　エイチ・シー・オー
代表取締役　中尾　誓子

ホテル 2009/3/24

枩邑　Ｎ Fushimi-ku 京都市伏見区京町北８丁目８２番地１
松村　敏明

簡易宿所 2010/2/19

ホテル　ティアラ Fushimi-ku 京都市伏見区淀美豆町８６９
株式会社　キセノン
代表取締役　中尾　誓子

ホテル 2010/3/24

ラ　カフェ京都 Fushimi-ku 京都市伏見区下鳥羽広長町２０７
株式会社　ボイ
代表取締役　西岡　拓磨

簡易宿所 2010/5/20

ＡＬＦＡ Fushimi-ku 京都市伏見区羽束師菱川町１４７番地
株式会社　ＴＯＷＡエグメント
代表取締役　加藤　拓也

簡易宿所 2010/9/8

ホテル　ロータス Fushimi-ku 京都市伏見区竹田東小屋ノ内町61番地
株式会社Ｂｅｓｔ　Ｄｅｌｉｇｈｔ　Ｇｒｏｕｐ
代表取締役　桝村　健右

ホテル 2010/12/10

デザートヒルズ Fushimi-ku 京都市伏見区竹田西小屋ノ内町１２番地
株式会社　ディーエイチ
代表取締役　大福地　元仁

簡易宿所 2010/12/14

ホテル　ｉｆ　リバティ Fushimi-ku 京都市伏見区竹田東小屋ノ内町６５番地
株式会社　マキ
代表取締役　脇田　克廣

ホテル 2010/12/27

HOTEL　GRASSINO　URBAN
RESORT

Fushimi-ku 京都市伏見区竹田東小屋ノ内町８１－１
株式会社Ａ－ｈｅａｄ
代表取締役　篠　圭介

ホテル 2013/2/28

ヴァン・ヴェール　アネックス Fushimi-ku 京都市伏見区竹田西小屋ノ内町３番地
株式会社ＫＯＵ
代表取締役　小島　清

ホテル 2013/8/13

ホテルクリスタルゲート京都西館 Fushimi-ku 京都市伏見区竹田西小屋ノ内町１１番
株式会社生明振興
代表取締役　佐藤　公昭

ホテル 2014/8/1

ホテルクリスタルゲート京都東館 Fushimi-ku 京都市伏見区竹田西小屋ノ内町２１番
株式会社生明振興
代表取締役　佐藤　公昭

ホテル 2014/8/1

ホテル　ロータスモダン Fushimi-ku 京都市伏見区竹田西小屋ノ内町１８番
株式会社Ｂｅｓｔ　Ｄｅｌｉｇｈｔ　Ｇｒｏｕｐ
代表取締役　桝村　健右

ホテル 2014/12/25

観月荘 Fushimi-ku 京都市伏見区深草小久保町７５－１
株式会社　ＬＫ
代表取締役　李　暁宣

簡易宿所 2015/5/19

京町家　ＩＮＡＲＩ Fushimi-ku 京都市伏見区深草稲荷御前町91番地
柴田　嘉緒理

簡易宿所 2015/5/22

ＭＨ　ＨＯＵＳＥＳ　玉華苑 Fushimi-ku 京都市伏見区肥後町３７５番地１３
周　翰阳

簡易宿所 2015/9/18

Ｓｔｙｌｅ　＆　Ｌｉｓｈ Fushimi-ku 京都市伏見区羽束師菱川町385番地5
株式会社　smily　partners
代表取締役　岡田　元

ホテル 2016/1/22

大和屋 Fushimi-ku 京都市伏見区深草ヲカヤ町３２番地１５
株式会社　環甲研

簡易宿所 2016/3/29

海宝寺 Fushimi-ku 京都市伏見区桃山町正宗２０番地
特定非営利活動法人　京都文化協会
理事　田辺　幸次

簡易宿所 2016/4/22

狐乃屋 Fushimi-ku 京都市伏見区深草平田町１８番地６２
株式会社　三川
代表取締役　王　穎

簡易宿所 2016/5/16

ひろふみ Fushimi-ku 京都市伏見区竹田久保町７０番地９
中山　静香

簡易宿所 2016/5/20
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Holiday House Kyoto 愛祐 Fushimi-ku 京都市伏見区深草墨染町１７番地１０
徳澄　義幸

簡易宿所 2016/5/31

ぐっすり家　伏見稲荷 Fushimi-ku 京都市伏見区深草一ノ坪町３７番地１７
水谷　順子

簡易宿所 2016/6/7

ＡＹＡ　ＧＵＥＳＴ　ＨＯＵＳＥ Fushimi-ku 京都市伏見区深草飯食町８２８番地３
四方田　昭夫

簡易宿所 2016/6/14

ゲストハウス　ベル伏見 Fushimi-ku 京都市伏見区紺屋町１６９番地
森田　槇子

簡易宿所 2016/6/20

COTO　深草加賀屋敷町 Fushimi-ku 京都市伏見区深草加賀屋敷町２１番地５４
株式会社古都
代表取締役　白岩　貢

簡易宿所 2016/7/11

花ふじ Fushimi-ku 京都市伏見区表町５８２番地
坂本　悠

簡易宿所 2016/8/1

Ｏｎｅ　Ｍｏｒｅ　Ｈｅａｒｔ Fushimi-ku 京都市伏見区深草フケノ内町１４番地５
株式会社ステージ
代表取締役　東原　聖貴

簡易宿所 2016/8/2

君の家 Fushimi-ku 京都市伏見区竹田久保町２番地４６
夏　君華

簡易宿所 2016/8/5

蜩 Fushimi-ku 京都市伏見区肥後町３５７番地
近江　佳孝

簡易宿所 2016/8/15

花ふじ　別館 Fushimi-ku 京都市伏見区車町２９５番地
坂本　悠

簡易宿所 2016/8/22

ゲストハウス　ススハキ Fushimi-ku 京都市伏見区深草ススハキ町３１番地７
有限会社　リーズ
代表取締役　成田　旭

簡易宿所 2016/8/29

プライベートレジデンス伏見稲荷 Fushimi-ku 京都市伏見区深草ススハキ町１番地１２
レイバーランド有限会社
代表取締役　齋藤　勉

簡易宿所 2016/9/13

伏見稲荷タウンハウス Fushimi-ku 京都市伏見区深草西川原町２６番地２０
李　建徳

簡易宿所 2016/9/29

Ｇｕｅｓｔ　Ｈｏｕｓｅ　Ｌｉｔｔｌｅ　Ｒｅｔｒｅａｔ
ゲストハウス リトル・リトリート

Fushimi-ku 京都市伏見区深草芳本町６６４番地２
王　岩

簡易宿所 2016/10/11

桃山の宿 Fushimi-ku 京都市伏見区桃山水野左近東町８１番地１１F
株式会社　ワイアンドエス
代表取締役　堀内　一男

簡易宿所 2016/10/14

Ｏｎｅ　Ｍｏｒｅ　Ｈｅａｒｔ Fushimi-ku 京都市伏見区深草フケノ内町１４番地５
株式会社ゲストハウス
代表取締役　吉田　奨

簡易宿所 2016/10/21

ゲストハウス壹　（Ｇｕｅｓｔ　ｈｏｕｓｅ　Ｉｃｈ
ｉ）

Fushimi-ku 京都市伏見区深草直違橋北１丁目４７７番地１６
株式会社オーワンコーポレーション
代表取締役　大内　政幸

簡易宿所 2016/10/27

伏見西大手町ゲストハウス Fushimi-ku 京都市伏見区西大手町３１１番地４
ディランド山京株式会社
代表取締役　伊藤　良之

簡易宿所 2016/11/17

京と家　月の湯別邸 Fushimi-ku 京都市伏見区墨染町７３９番地３
株式会社　アルプスホーム
代表取締役　西山　洪在

簡易宿所 2016/11/28

ＧＡＦＵ　ＨＯＳＴＥＬ Fushimi-ku 京都市伏見区中油掛町１０６番地７
流体計画株式会社
代表取締役　山田　英樹

簡易宿所 2016/12/6

猩々庵 Fushimi-ku 京都市伏見区成町７９４番地・７９６番地合併１２
北井　とき子

簡易宿所 2016/12/13

Guest House One More Heart at
Fushimi Inari 2

Fushimi-ku 京都市伏見区深草平田町３２番地１７
株式会社　One More Heart
代表取締役　吉田　奨

簡易宿所 2017/1/17
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五右衛門 Fushimi-ku 京都市伏見区桃山井伊掃部西町５番地７６
大伸株式会社
代表取締役　大原　浩起

簡易宿所 2017/1/18

ＫＯＳＨＩ　稲荷 Fushimi-ku 京都市伏見区深草一ノ坪町３８番地１５　２Ｆ
王　文平

簡易宿所 2017/1/24

稲荷墨染庵 Fushimi-ku 京都市伏見区深草山村町１０００番地１０
小川　経史

簡易宿所 2017/2/3

京都　竹庵 Fushimi-ku 京都市伏見区深草馬谷町１０番地８１
藤井　潔

簡易宿所 2017/2/7

ゲストハウス　ｍｅｇｕｒｉ Fushimi-ku 京都市伏見区深草秡川町１５番地１３
石崎　美緒

簡易宿所 2017/2/9

ゲストハウス京都伏見・翁邸 Fushimi-ku 京都市伏見区東柳町５０１番地１，５０１番地２
松井　寿道

簡易宿所 2017/2/21

京宿　七宝庵 Fushimi-ku 京都市伏見区銀座町四丁目２９１番地１
株式会社　フラット・エージェンシー
代表取締役　吉田　創一

簡易宿所 2017/2/28

ＣＡＳＡ伏見稲荷 Fushimi-ku 京都市伏見区深草下川原町１０９番地６
杉山　滋章

簡易宿所 2017/3/3

ゲストハウスＯＨＹＡＭＡ　ＩＮＮ　１ｓｔ Fushimi-ku 京都市伏見区深草下川原町１０９番地３８
株式会社　オーヤマホーム
代表取締役　大山　哲成

簡易宿所 2017/3/3

ゲストハウスＯＨＹＡＭＡ　ＩＮＮ　２ｎｄ Fushimi-ku 京都市伏見区深草下川原町１０９番地３９
株式会社　オーヤマホーム
代表取締役　大山　哲成

簡易宿所 2017/3/3

Guest House WASSO Fushimi-ku 京都市伏見区深草下川原町21番地27
金　成鉉

簡易宿所 2017/3/15

Guest House Locokokoro Fushimi-ku 京都市伏見区景勝町45番地2
榊　昌美

簡易宿所 2017/3/24

伏見長家 Fushimi-ku 京都市伏見区東菱屋町４２２番地４
押谷　幸雄

簡易宿所 2017/3/27

京宿　手鞠 Fushimi-ku 京都市伏見区深草極楽町７７９番地４
富澤　尚也

簡易宿所 2017/3/29

いっぱく Fushimi-ku 京都市伏見区深草勧進橋町１０９番地１
黒木　香美

簡易宿所 2017/4/19

Ｆｕｓｈｉｍｉ　Ｉｎａｒｉ　Ｈｏｕｓｅ Fushimi-ku 京都市伏見区深草上横縄町１０番地９８
Ｍａｃｏｖｅｒ　Ｉｔａｙ

簡易宿所 2017/4/24

善導寺町ゲストハウス Fushimi-ku 京都市伏見区深草善導寺町１２番地２５
有限会社　アリマ・コーポレーション
代表取締役　有馬　聡孝

簡易宿所 2017/4/24

ＫＹＯＹＡＤＯ Fushimi-ku 京都市伏見区深草六反田町１番地１９
ユウ　祐実

簡易宿所 2017/4/24

ＣＯＴＯ伏見稲荷１ Fushimi-ku 京都市伏見区深草一ノ坪町２９番地７
株式会社　古都
代表取締役　白岩　貢

簡易宿所 2017/5/1

ＣＯＺＹ Fushimi-ku
京都市伏見区深草西浦町一丁目１４番地１エクセル
伏見１F

株式会社　ワイマックス
代表取締役　渡辺　勤

簡易宿所 2017/5/1

メゾン伏水 Fushimi-ku 京都市伏見区平野町８２番地２
株式会社エールコンセプション
代表取締役　小嶋　佳人

簡易宿所 2017/5/2

Ｉｎａｒｉ　ｈｏｕｓｅ Fushimi-ku 京都市伏見区深草六反田町４番地６
髙原　直泰

簡易宿所 2017/5/10
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伏見ききょう亭 Fushimi-ku 京都市伏見区新町四丁目４６２番地２
合同会社プルミエエステート
代表社員　山本　圭介

簡易宿所 2017/5/16

鈴　伏見稲荷 Fushimi-ku
京都市伏見区深草一ノ坪町３７番地７・３７番地９・３
７番地１６

株式会社　グリーン住建
代表取締役　冨永　洋史

簡易宿所 2017/5/18

ゲストハウス　一期一会　伏見稲荷 Fushimi-ku 京都市伏見区竹田流池町１１８番地２８
張　然

簡易宿所 2017/6/12

ＭＩＹＡＫＯ　ｉｎｎ　ＦＵＳＨＩＭＩ Fushimi-ku 京都市伏見区竹田浄菩提院町１４５番地，１４６番地
株式会社　アチーブ
代表取締役　浦田　裕子

簡易宿所 2017/7/4

虹の家 Fushimi-ku 京都市伏見区竹田中島町４番地６
張　剣虹

簡易宿所 2017/7/11

Ｋｙｏｔｏ　Ｓｔａｙ・ＳＡＫＵＲＡ　伏見稲荷Ⅰ Fushimi-ku 京都市伏見区深草下横縄町１８番地３８
フロントマネジメント株式会社

簡易宿所 2017/7/11

Ｋｙｏｔｏ　Ｓｔａｙ・ＳＡＫＵＲＡ　伏見稲荷Ⅱ Fushimi-ku 京都市伏見区深草下横縄町１８番地６５
フロントマネジメント株式会社

簡易宿所 2017/7/11

「京蔵」　墨染ゲストハウス Fushimi-ku 京都市伏見区深草北新町６５８番地２
株式会社　エルコーポレーション
代表取締役　杉本　圭司

簡易宿所 2017/8/1

ＺＥＮ Fushimi-ku 京都市伏見区深草泓ノ壺町７番地１
春山　華群

簡易宿所 2017/8/10

ゲストハウスＳＥＶＥＮ Fushimi-ku 京都市伏見区深草森吉町２４番地
峯田　敏雄

簡易宿所 2017/8/28

京都ゲストハウスたい Fushimi-ku 京都市伏見区深草直違橋２丁目４４７番地６
吉川　正美

簡易宿所 2017/8/28

狐一香 Fushimi-ku 京都市伏見区深草秡川町１２番地１の２
株式会社一香
代表取締役　鈴木薫香

簡易宿所 2017/9/4

Ｎａｋａ　Ｈｏｕｓｅ Fushimi-ku 京都市伏見区深草フケノ内町１４番地１１　２F
中村　かおり

簡易宿所 2017/9/4

ＨＯＴＥＬ　ＧＥＮＴＬＥ　ＦＯＸ　ＫＹＯＴＯ Fushimi-ku 京都市伏見区深草フケノ内町２番地７
株式会社　緑水亭
代表取締役　金子　憲司

簡易宿所 2017/9/20

いろは　伏見稲荷 Fushimi-ku 京都市伏見区深草平田町１９番地８
株式会社　サンフロンティア地所
代表取締役　井澤　勝人

簡易宿所 2017/9/20

ドミール稲荷（花伏見稲荷） Fushimi-ku
京都市伏見区深草一ノ坪町２０番地７ドミール稲荷１
階

王　丁
簡易宿所 2017/9/20

ミル・グリシーヌⅡ Fushimi-ku 京都市伏見区深草綿森町３２番地１
株式会社トレジャーマウンテン
代表取締役　山本　勝義

簡易宿所 2017/9/25

淀キャッスルイン Fushimi-ku 京都市伏見区淀池上町１４７番地２４
株式会社　ホームズ
代表取締役　前原　敏行

簡易宿所 2017/10/3

稲荷凰庵 Fushimi-ku 京都市伏見区深草稲荷鳥居前町２２番地３
株式会社稲荷凰庵
代表取締役　川島　永好

簡易宿所 2017/10/11

ＪＡＰＡＮＩＮＧ　ＨＯＴＥＬ　くいな橋 Fushimi-ku 京都市伏見区竹田中島町１００番地１
株式会社ガーネット
代表取締役　中野　拓磨

簡易宿所 2017/11/9

千家　懐源（かいげん） Fushimi-ku 京都市伏見区土橋町３４７番地１
株式会社Ｈｏｕｓｅｌｉｆｅ
代表取締役　張雯雯

簡易宿所 2017/11/14

ＪＡＰＡＮＩＮＧ　ＨＯＴＥＬ　伏見稲荷 Fushimi-ku 京都市伏見区深草下川原町１６番地２２
株式会社ファミリアリンク
代表取締役　柏木　祐介

簡易宿所 2017/11/14
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墨染 Fushimi-ku 京都市伏見区深草墨染町４番地１０
常　黎

簡易宿所 2017/11/20

ヴァンベール・アルプス桃山 Fushimi-ku 京都市伏見区桃山町松平筑前１０番地２　１階
株式会社アルプスホーム
代表取締役　西山　洪在

簡易宿所 2017/11/20

桃山ゲストハウス　おかだ Fushimi-ku 京都市伏見区新町三丁目４８５番地
岡田　昌子

簡易宿所 2017/11/22

ゲストハウス京伏見稲荷 Fushimi-ku 京都市伏見区深草フケノ内町１４番地５
株式会社アクエリアスコーポレーション
代表取締役　俊成　雅恵

簡易宿所 2017/12/5

Ｋｉｔｓｕｎｅ　Ｈｏｕｓｅ Fushimi-ku 京都市伏見区深草向川原町３９番地４８
坂巻　ギゼム

簡易宿所 2017/12/11

京都　つきうさぎ Fushimi-ku 京都市伏見区石田森東町４番地，５番地３
株式会社アクアホーム
代表取締役　長谷川　幸恵

簡易宿所 2017/12/19

千家　湧泉（ゆうせん） Fushimi-ku 京都市伏見区桃山最上町６１番地６
株式会社Ｈｏｕｓｅｌｉｆｅ
代表取締役　張　雯雯

簡易宿所 2017/12/19

Ｇｕｅｓｔ　ｓｕｉｔｅｓ　福菊 Fushimi-ku 京都市伏見区深草下川原町５６番地６
水野　啓

簡易宿所 2017/12/25

Ｇｕｅｓｔ　Ｈｏｕｓｅ　Ｏｎｅ　Ｍｏｒｅ　Ｈｅａｒｔ Fushimi-ku 京都市伏見区深草稲荷鳥居前町１４番地７
株式会社ゲストハウス
代表取締役　吉田　奨

簡易宿所 2017/12/26

保庵 Fushimi-ku 京都市伏見区深草西浦町八丁目１２７番地４
田中　誠二

簡易宿所 2017/12/28

梅の宿 Fushimi-ku 京都市伏見区竹田流池町１１８番地２１
三浦　大喜

簡易宿所 2017/12/28

ＣＯＴＯ桃山 Fushimi-ku 京都市伏見区桃山町松平筑前１１番地２７
株式会社古都
代表取締役　石井　光一

簡易宿所 2018/2/14

Ｒｅｓｉｄｅｎｃｅ　Ｎｉｃｏｎ Fushimi-ku 京都市伏見区深草西浦町三丁目１４番地３
竹内　宏之

簡易宿所 2018/2/27

ＬＯＣＡＬ　ＳＴＡＹ Fushimi-ku 京都市伏見区向島二ノ丸町３３９番地１８
菊池　智子

簡易宿所 2018/3/9

京乃彩 Fushimi-ku 京都市伏見区深草西浦町三丁目１４番地６
毛　祟徴

簡易宿所 2018/3/13

ＪＡＰＡＮＩＮＧ　ＨＯＴＥＬ　京都丹波橋 Fushimi-ku 京都市伏見区新町十一丁目３４９番地及び３５０番地
株式会社ガーネット
代表取締役　中野　拓磨

簡易宿所 2018/3/20

Ｋａｍｏｎ　Ｉｎｎ　Ａｉｆｕｋａｃｈｏ Fushimi-ku 京都市伏見区深草相深町９番地６
株式会社サンフロンティア地所
代表取締役　井澤　勝人

簡易宿所 2018/3/20

ゲストハウスこるり Fushimi-ku 京都市伏見区竹田久保町６７番地３６
山城　智恵子

簡易宿所 2018/3/22

稲荷凰庵　暦 Fushimi-ku 京都市伏見区深草稲荷鳥居前町２２番地３
株式会社稲荷凰庵
代表取締役　川島　永好

簡易宿所 2018/3/28

ＬＯＣＡＬ　ＳＴＡＹ　２ Fushimi-ku 京都市伏見区向島中島町９５番地１７
菊池　創太

簡易宿所 2018/3/30

ＳＵＭＩＫＡ　－住処－ Fushimi-ku 京都市伏見区深草西浦町六丁目５８番地
株式会社雅家
代表取締役　柳　千恵

簡易宿所 2018/3/30

京都伏見　藤森の宿 Fushimi-ku 京都市伏見区深草直違橋五丁目３３８番地１
ヨシモトプロテック株式会社
代表取締役　吉本　上

簡易宿所 2018/4/13
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ＪＱ　Ｖｉｌｌａ　Ｆｕｓｉｍｉ Fushimi-ku 京都市伏見区深草上横縄町１８番地１６，１７番地２０
ＪＱＩＮＮＯＶＡＴＩＯＮ株式会社
代表取締役　難波　博志

簡易宿所 2018/4/13

楽福　伏見稲荷　柔 Fushimi-ku 京都市伏見区深草フケノ内町９番地２４
北山貿易株式会社
代表取締役　李　文文

簡易宿所 2018/4/13

ＨＯＴＥＬ　ＩＮ　ＴＨＥ　ＧＲＥＥＮ Fushimi-ku 京都市伏見区竹田西小屋ノ内町１番地
株式会社大京
代表取締役　富永　哲州

簡易宿所 2018/4/19

御宿　京富士 Fushimi-ku 京都市伏見区深草下川原町１０９番地３７
伊藤興産株式会社
代表取締役　伊藤　雅通

簡易宿所 2018/4/26

ＪＡＰＡＮＩＮＧ　ＨＯＴＥＬ　くいな橋 Fushimi-ku 京都市伏見区竹田中島町１００番地１
株式会社Ａｎｅｌｌｏ
代表取締役　山際　達也

簡易宿所 2018/4/26

ＣＨＵＳＨＯＪＩＭＡ　ＳＴＡＴＩＯＮ　ＩＮＮ
＃２

Fushimi-ku 京都市伏見区葭島矢倉町４番地７０
株式会社昌久
代表取締役　黒田　昌資

簡易宿所 2018/5/7

ＣＨＵＳＨＯＪＩＭＡ　ＳＴＡＴＩＯＮ　ＩＮＮ Fushimi-ku 京都市伏見区葭島矢倉町４番地７２
株式会社昌久
代表取締役　黒田　昌資

簡易宿所 2018/5/7

楽福　伏見稲荷　剛 Fushimi-ku 京都市伏見区深草稲荷鳥居前町１４番地５
北山貿易株式会社
代表取締役　李　文文

簡易宿所 2018/5/11

伏見稲荷鳥居前町の宿 Fushimi-ku 京都市伏見区深草稲荷鳥居前町２２番地１８
合同会社大広商事
代表社員　水ノ上　重乃

簡易宿所 2018/5/14

サクシード伏見京町 Fushimi-ku 京都市伏見区京町一丁目２５６番地１，２５６番地２
株式会社アルプスホーム
代表取締役　西山　洪在

簡易宿所 2018/5/15
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