
'AGEHA⊂
LASSI⊂  ノ`ン屋

上賀茂の小さなベーグル屋さんです。
FBもやつていますのでイイネ 1応援
よろしくお願いします。
北区上賛茂馬ノロ町 1-36メ ゾン上賀茂 lF

8075-7“-2188 慣争8-19 月IIB定休

①180円以上の商品購入

②800円以上購入でベーグル 1個おまけ

旅の情報図書館カフェ。火水バンの日。

豆もち等持込OK:本やオリジナル雑貨も

販売している不思議な店です。

上京区二神町 17針 2桝形商店街えびす屋2F

8075251-6467 営 1118 土日祝+不定休

①500円以上の購入か図書カフェ利用

②陶器 10%OFF&外 れ無しくじでプレゼント

●叡山電車 鞍馬駅

出町柳駅から30分の洛北旅ヘ

左京区鞍馬本町 191

2,075-741-2012

①鞍馬駅乗下車 (叡電利用時)

②叡電オリジナルあぶら取り紙

スタンプ押印、プレゼント|ま

10～ 16時 の間に限ります

カフェ ラテリエ

″⊂3fe L′ atelier ヵフェ

カラダにやさしいお料理と

アーティストさんの作品たちが待つ

4ヽさな4ヽさなカフェです。
上京区一真町 70番地 2F80907880-5099

営 12-19 月火水定休+イ ベント等の日

①500円以上のご飲食

②ご飲食でコーヒーか紅茶 1杯サービス

(〕ガケ書房 本屋

本屋は入場無料の空間です。

棚には色んな世界が並んでいます。

それを買つて自分の世界にすることもできます。
左京区北白チ

`1下
別当町 33

6075724-0071 営 12-22 元旦体

① l国の買い物につき 1つ押します

②かわいいポチ袋 3セ ットをプレゼント

アジアなゴハンと自家製酵母バンのカフェです。

左京区一乗寺払殿町 12-17

80501081-2835 営 H:30頃 -19 不定体

①500円以上の飲食またはテイクアウト

②サイコロを振つて出た目で景品プレゼント。

プレゼントのテーマは「散歩のおとも」

さろん

/出町茶論 ディサービス

健康と生きがいづくりを目指したデイサービス。

ご利用者だけではなく多くの皆様に健康と生きがい

を見つけてもらうコミュニティです。2/17より参加

上京区寺町通今出川上る表町21

2,090-2352-0776  営 9-17:30  35痴 ビクト

①2/17よ り見学に来てくれた方 (ど なたでも歓迎)

②ボールペンプレゼント

こと

0ハムエ房古都 食肉カロエ販売

お子様をはじめ誰もが安心して食べられる無添加

のハム・ソーセージ。肉そのものの旨味を最大限

に活かしたハム&ベーコン・ソーセージを

一度ご賞味下さい。違いを感じて頂けますよ。

東山区山田町 499-1

8075-525-0068 営918 日曜・祝日定休

①700円以上の購入

②700円以上の購入で次国使用できる500円券

,ユニテ ブックヵフェ&ギャラリー

街中から歩いてすぐの場所ですが隠れ家的な空間

でゆつくり落着いて本を見ながらお茶やお食事を楽し

めます。ギャラリーでは作家物の器や本工、ガラス

等の販売も。「大人の為の書斎空FFl」 へ是非どうぞ。

左京区ブ|1端通二条上る東入ル新先斗町 1331F

8075-708-7153 営 11:30-19 水・第二木曜定休

①カフェのご利用

②カフェのご利用から100円 引き

鉄板肉鍋とステーキ (鉄板焼)京都肉を町屋で。

ランチはすき焼弁当が人気です !

中京区押小路通室町東入る蛾薬師町20卜 3

11075-223-2539  督ヨ12-14 (L013:30),17-22:30〈 L022)

日曜定休 ランチ月～金 (TEL確 認を)

①ランチメニュー ORディナー2千円以上飲食

②ランチ時食事でプチアイスまたは

ディナー時 500円迄のグラス 1ド リンクサービス

日本全国の面白いミユプレスや、素敵な古書を集

めています。

中京区高倉通り二条下る瓦 551

8075-212-1772 営12-20 月曜定体

①500円以上の商品購入

②店内で使用できる当店オリジナル図書券

かりltムン|サ

OCafe火裏蓮花 カフェ

オーガニック珈琲と自家製ケーキではつこりゆつたり

してください。モーニング・ランチもやつております。

中京区柳馬場姉小路上る柳人幡町7[4

80752134485 営 8時頃 -18時頃 不定休

①500円以上の飲食

②500円以上の飲食で、次国利用できる500円券プレゼ

ント

●,カ ーヴ田中屋 ヮインショツフ

飲んだ人の笑顔が広がる「マキコレワイン」を

扱つています。試飲をして頂きながら、

お好みのワインに出会うお手伝いをしています。

下京区新町通綾小路下る船鉾町378-2-102

8075-27卜 6151 営 11-19 日曜定休

①フインのごIIt入

②赤白どちらかのハーフワインをプレゼント

ilHerbalball massa9eふ 禾ロリリラクセ―`ション

タイの伝統療法。オーがニッタトフ
・7種を使用した

ハーハ・ルホ
・―Jレマッサーシ

・
。 自己治癒力を高める薬草の

力と癒しの香りをお届け。 2/16よりの営業です。

中京区柳馬場姉小路上る Cafё 火裏蓮花2F

8070-6682-0309 営 11-20(18最終受付)不定体

完全予約制 (HPよ りWEB予約可)①3000円以上の

ご利用②500円割引券ブレゼント (体験コース以外で

使用できます)

15 Vegans⊂ ab and Restaurant カフェ

肉魚卵白砂糖、乳製品も使用せず無農薬玄米を中心に

できるだけ自然有機栽培の野菜を使い、素材本来の味

を活かした心体地球に優しい料理を提供しています。

植物性 100%ベジカルビ井が自慢のカフェです。

伏見区深草西浦町4-88 8075-043-3922

営 11:30-15:00/17:30-21:30 日う111:30-17:30

本金定体+不定休 ①1000円以上の飲食

②次国使用できるオリジナルソフトクリーム券

⑭イルチエ回天然酵母バン&カフェ

自家製酵母 100%で作る天然酵母バンを焼きあげ

ています。玄米ミルクの野菜スープが人気です。

伏見区向島中島町30

8090-7493-9880 営 1219 火水土定休

①500円 以上の飲食

②500円以上の飲食でクラッカー 1袋プレゼント

タンプラリーをどちら
□参加店 □駅 □観光案内所 □大阪 口その他 (

②このラリー用紙をどちらで入手されましたか?(
③今回京都にいらした主な目的は?(当てはまるものすべて)

□観光 (名 所メイン)□観光 (町歩きメイン)□食事 □買い物
□その他 (

□仕事 □地元
)

④今回公共交通機関は利用されましたか?(当てはまるものすべて)

ロバス回地下鉄 □JR回 阪急 □京阪 □叡電 □嵐電 □近鉄 □使用せず
⑤京都もつとさんぱスタンプラリーは町歩きの楽しみやきつかけになりましたか?

□なった □ならなかった (ご意見感想
⑥また参加したいですか?□はい□いいえ
⑦ご記入をお願いします。郵便番号    一 (又は 都道府県)

性別 (男  女 )ご年齢 (10代 20代 30代 40代 50代 60代 70代以上)

◆復旧に頑張る三陸鉄道へ是非メッセージをお願い致します◆


