
旅館業施設一覧（平成28年2月29日現在）

施設名称 施設所在地 申請者氏名 旅館業の種別 許可日

Ｂ＆Ｂ　帯座 京都市北区紫竹高縄町５
石原　啓子

簡易宿所 H27.01.06

ＧＵＥＳＴ　ＨＯＵＳＥ　桜こまち 京都市北区衣笠街道町１０－２
寺石　逸子

簡易宿所 H23.08.09

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

簡易宿所 H27.12.22

Ｖｉｌｌａ　Ｉｎｃｏｇｎｉｔｏ 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 H27.10.14

エキスポ　ホステル　ニシ 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 H27.06.09

エキスポ　ホステル　織 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 H27.12.25

グリーンゲーブルズ町家 京都市北区紫竹西南町６７－４
清水　順子

簡易宿所 H24.06.12

ゲストハウス“ボン” 京都市北区紫野上門前町６３－２
谷口　和生

簡易宿所 H17.03.29

サクラホテル　レジェンド 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 H23.06.24

び庵 京都市北区小山下総町５１
小西　歩

簡易宿所 H17.04.01

ホワイトハウス西陣 京都市北区紫野北舟岡町１９－２
山集　広恵

簡易宿所 H19.01.26

株式会社　みやこ鳥 京都市北区出雲路松ノ下町1
株式会社　みやこ鳥
代表取締役　畑　泰坦

旅館 S31.07.14

株式会社　洛雲荘 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 S32.10.01

京銀　加茂川寮 京都市北区出雲路俵町24-2
烏丸商事　株式会社
代表取締役　西　良夫

旅館 S44.11.24

京宿家　紫野しおん庵 京都市北区紫野南舟岡町７３番２０
小嶋　寛信

簡易宿所 H23.03.09

京都イン加茂川 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 S55.08.13

月光荘 京都市北区紫野南舟岡町73-18
雨宮　しゅう一郎

簡易宿所 H17.09.09

孤舟 京都市北区紫野北舟岡町27番地184
鎌塚　慶一郎

簡易宿所 H27.08.28

光悦荘 京都市北区鷹峯光悦町46-2
辻井　美智子

旅館 S39.12.17

笹舟庵 京都市北区紫野北舟岡町18番地10
山田　篤志

簡易宿所 H28.1.29

四季育む宿　然林房 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 H01.08.22

四季倶楽部　京都加茂川荘 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 H21.11.10

※営業実態が確認できない施設は掲載していません。
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旅館業施設一覧（平成28年2月29日現在）

施設名称 施設所在地 申請者氏名 旅館業の種別 許可日

小世界旅社 京都市北区紫野下鳥田町２９
山本　亮太

簡易宿所 H17.01.17

青山荘 京都市北区大北山原谷乾町36
村瀬　浩司

旅館 S42.04.14

船岡温泉ゲストハウス 京都市北区紫野東藤ノ森町１１－５－２
大野　義男

簡易宿所 H26.03.26

大慈院　離れ 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 H27.10.15

大森キャンプ場 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 H08.12.26

大徳寺北側　清寂の家 京都市北区紫竹西南町37-13
山本　晋平

簡易宿所 H26.06.25

島津製作所共済会　柴明荘 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 H09.04.25

東園 京都市北区出雲路俵町4
株式会社　東園
代表取締役　坂本　美代子

旅館 S35.02.02

東急ハーヴェストクラブ京都鷹峯＆ＶＩＡＬＡ 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 H26.08.25

風良都 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 H26.06.23

北山ユース・ホステル 京都市北区大宮釈迦谷11-3
藤原　睦郎

簡易宿所 S49.02.28

旅館　ホテル　クィーン 京都市北区上賀茂神山387
有限会社　大内商事
代表取締役　大内　義弘

旅館 S60.02.08

旅館　ホテル　マイアミ 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 S60.02.08

旅館　リバーサイド　ホテル 京都市北区上賀茂菖蒲園町79
有限会社　テイワイリバー
代表取締役　久保　好江

旅館 S59.12.12

旅館．ホテル．ル．ジタン 京都市北区北野下白梅町28-2
有限会社　ナカニシ
代表取締役　中西　正登

旅館 S60.02.12

六壺 京都市北区紫野上門前町４１番地
沖　祐佳

簡易宿所 H27.09.07

Ｇｕｅｓｔｈｏｕｓｅ　ＩＴＯＹＡ　ｓｔａｎｄ 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 H26.03.31

ｈａｎｎａｒｉ 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 H20.03.21

ＪＡＰＡＮ　ＨＯＳＴＥＬＳ　ＡＬＬＩＥＤ 京都市上京区浄福寺通上立売下る蛭子町664
ＧＩＬＭＡＲ　ＤＥ　ＯＬＩＶＥＩＲＡ
ＢＡＴＩＳＴＡ

簡易宿所 H23.04.14

ｌｅｓ　ｔｒｏｉｓ　ｍａｉｓｏｎｓ　お宿ｐｒｅｎｄｓ　ｔｏｎ　ｔ
ｅｍｐｓ

京都市上京区五辻通浄福寺西入ル１筋目上ル姥ケ榎木町
８４８

株式会社　サントラントヌフ
代表取締役　武田　康伸

簡易宿所 H21.01.16

ＴＡＫＥＹＡ　ＨＯＮＫＡＮ 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 H27.05.22

おいない堂 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 H27.11.10

オイルストリートゲストハウス 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 H25.04.15

※営業実態が確認できない施設は掲載していません。
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旅館業施設一覧（平成28年2月29日現在）

施設名称 施設所在地 申請者氏名 旅館業の種別 許可日

キョウトチーペストイン　京都っ子 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 H17.10.14

ゲストハウス　ＳＵＫＥＲＯＫＵ 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 H23.03.29

ゲストハウス　天神
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 H27.03.27

ゲストハウス　和み 京都市上京区大宮通鞍馬口上る西入若宮横町１０８－６
長谷川　秀明

簡易宿所 H23.03.03

ゲストハウスＫＡＮＡＹＡ 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 H28.02.09

ゲストハウス糸屋 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 H23.06.07

ゲストハウス和音 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 H25.12.20

ザ　グランリゾート　エレガンテ　京都 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 H06.05.18

ザ・パレスサイドホテル 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 H13.07.30

スズキゲストハウス 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 H28.02.29

ステラ御所
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 H27.05.19

たて糸庵 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 H27.03.31

バタフライ町屋 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 H28.02.22

プチ　ホテル　リバージュ 京都市上京区出町今出川上る青龍町193-1
三井産興　株式会社
代表取締役　三井　善清

ホテル S61.03.26

プチホテル京都 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 H21.12.15

マガザン 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 H28.01.15

まくや 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 H22.12.02

ムンド 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 H22.07.14

レディスホテル西陣 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 S51.07.19

一京　浅田屋
京都市上京区大宮通寺之内上る三丁目筋違橋町５３７番
地６

邱　俊銘
簡易宿所 H26.01.30

一般社団法人　霞会館 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 H03.06.03

壱の局 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 H26.06.10

京ｍｕｃｈ家 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 H27.01.13
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旅館業施設一覧（平成28年2月29日現在）

施設名称 施設所在地 申請者氏名 旅館業の種別 許可日

京の宿　Ｂａｍｂｏｏ　ｔｏｗｎ 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 H27.09.09

京の宿　室町庵
京都市上京区室町新町の間寺之内上る下木下町１３９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 H27.10.29

京の宿華西陣 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 H27.11.09

京宿　卯乃花 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 H09.05.19

京町家Ｇｕｅｓｔ　ｈｏｕｓｅ　Ｖｅｎｔｅｎ 京都市上京区猪熊通中立売下る猪熊一丁目３４７番地
恒吉　堅太郎

簡易宿所 H22.08.12

京町家の宿　きたの 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 H27.01.13

京都　阿美家 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 H27.03.19

京都うらーらかハウス
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 H27.02.26

京都ガーデンパレス 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　河田　悌一

ホテル H08.06.21

京都ゲストハウス御所 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 H28.02.08

京都シティホテル 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 S55.02.28

京都ブライトンホテル 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　爪川　治

ホテル S63.06.24

京都紅葉 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 H27.08.27

京都西陣の宿 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 H28.01.19

玉峰院 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 S51.08.24

金魚家
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 H22.03.29

慶成院 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 S50.12.17

古都の別荘　京町屋　西陣
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 H26.11.28

五辻庵 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 H24.01.16

公立学校共済組合京都宿泊所ルビノ京都
堀川

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 H05.08.18

弘徽殿の南邸 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 H24.08.30

国家公務員共済組合連合会京都宿泊所　く
に荘

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 H10.04.22

桜井屋 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 S49.06.25
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旅館業施設一覧（平成28年2月29日現在）

施設名称 施設所在地 申請者氏名 旅館業の種別 許可日

参の局 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 H26.06.10

紫月 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 H24.02.27

宿屋　西陣荘 京都市上京区元誓願寺通油小路西入西町458
柏　ヤエ

旅館 S38.11.05

出水町家 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 H25.09.18

承香殿　西対 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 H24.07.20

承香殿　東対 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 H24.07.20

松庵 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 H26.05.26

松葉屋旅館 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 S29.03.15

正庵 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 H27.09.07

西　倶 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 H23.04.21

西陣　ならひ庵 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 H26.11.19

西陣ろざんじ 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 H27.11.13

西陣叶屋 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 H16.06.23

宣妙院 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 S50.05.29

地方職員共済組合　京都宿泊所平安会館 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 S55.04.17

帝国データバンク京都保養所
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 H07.04.04

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

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 H27.02.12

呑刀軒 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 H17.11.10

弐の局 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 H26.06.10

日暮荘 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 H27.03.09

八庵 京都市上京区中筋通大宮西入横大宮町２１２番
株式会社　ハックルベリージャパン
代表取締役　松河　陵

簡易宿所 H20.01.11

布屋 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 H23.07.12

末広荘 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 H13.03.09
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旅館業施設一覧（平成28年2月29日現在）

施設名称 施設所在地 申請者氏名 旅館業の種別 許可日

妙顕寺 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 S52.08.01

妙蓮寺 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 S52.06.30

民宿　翠川 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 H27.07.16

木音 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 H23.12.19

有限会社　とも栄 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 H07.09.18

梨の木
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 S45.11.19

連獅士　西陣店 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 H22.01.04

絽古路地 京都市上京区今出川通七本松西入真盛町７１３番地１
宮崎　裕子

簡易宿所 H27.05.22

ＣＨＡＮＮＥＬの５ばん館 京都市左京区八瀬近衛町426,431-15
株式会社　いづみ
代表取締役　尹　鉉珠

旅館 S60.02.12

ｇｕｅｓｔｈｏｕｓｅ百万遍ｃｒｏｓｓ 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 H24.09.27

ＳＡＫＵＲＡ　ＨＯＴＥＬ　ＭＯＳＡＩＣ 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 H09.03.10

ＹＡＭＡＷＡ　ＨＯＵＳＥ 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 H27.06.04

アピカルイン京都 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 H14.04.01

いこいの里　久多キャンプ場 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 H16.11.18

いるや 京都市左京区修学院山添町6
射矢　昌子

簡易宿所 S51.11.06

エクシブ京都　八瀬離宮 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　伊藤　勝康

ホテル H18.11.16

カーサ吉田本町 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 H27.12.09

くらま温泉 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 S62.06.03

くらま山　歓喜園 京都市左京区鞍馬本町1074-2
株式会社　歓喜園
代表取締役　高田　太

旅館 S43.02.14

グランドプリンスホテル京都 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 S61.10.01

くら満荘 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 H04.11.24

ゲストハウス　こばこ 京都市左京区岡崎南御所町４０－１０
清水　友希

簡易宿所 H24.11.14

ゲストハウス　マヤ 京都市左京区鹿ケ谷法然院西町１８番地
アイソー不動産有限会社
代表取締役　米川　勲

簡易宿所 H27.01.20
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旅館業施設一覧（平成28年2月29日現在）

施設名称 施設所在地 申請者氏名 旅館業の種別 許可日

ゲストハウス　遺芳庵 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 H28.02.29

ゲストハウス　牡丹ハウス 京都市左京区聖護院川原町３５番地２４
呉　瓊玲

簡易宿所 H28.01.08

ゲストハウス　和楽庵 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 H18.07.06

ゲストハウス地球号 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 H19.06.28

コウメノハナレ
京都市左京区古川町通三条上る二丁目東門前町５２３番
地６

梅谷　康則
簡易宿所 H28.01.29

さくらハウス 京都市左京区田中上柳町２０番地
K＆M合同会社
代表社員　上野　慶司

簡易宿所 H27.07.31

ジオーヌ・ボンボン 京都市左京区岡崎法勝寺町1
都観光　株式会社
代表取締役　清水　道正

旅館 S60.02.12

スマイル庵 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 H27.10.29

チャペル　シンデレラ 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 H21.03.06

トンボ 京都市左京区田中上柳町１４
淡嶋　健仁

簡易宿所 H17.02.24

はりま屋　旅館 京都市左京区聖護院川原町11
平田　弘子

旅館 S46.06.12

はんじ 京都市左京区大原上野町557
杉本　滋

旅館 S45.11.04

ひさのや 京都市左京区久多下の町229
足立　ハツ

簡易宿所 S60.05.07

ひのたに 京都市左京区久多上の町８２
檀林　八代子

簡易宿所 H11.01.08

ひろや 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 S48.08.04

ひろ文 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 H04.06.26

プリンツ 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 H25.02.06

ペンション北白川 京都市左京区北白川上別当町5-9
原田　玲子

簡易宿所 S53.09.22

ポイントバケーション京都岡崎 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 H21.10.23

ホテル　クーナリゾート 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　皇甫　樹

ホテル H01.09.05

ホテル　グランドファイン京都岡崎店 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 H23.04.28

ホテル　サンセットイン 京都市左京区新丸太町通孫橋上る新丸太町７８
株式会社　アセンド
代表取締役　安田　茂樹

簡易宿所 H19.03.13

ホテル　ジャルダン　フルール 京都市左京区岡崎法勝寺町1-11
株式会社　古都
代表取締役　中原　治幸

旅館 S60.01.31
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旅館業施設一覧（平成28年2月29日現在）

施設名称 施設所在地 申請者氏名 旅館業の種別 許可日

ホテル　デ・ラ・ピエール 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 H11.03.12

ホテル平安の森京都 京都市左京区岡崎東天王町51
株式会社　ホテル平安の森
代表取締役　大倉　立次

ホテル S42.09.23

ますや旅館 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 S54.09.11

みつた荘 京都市左京区花脊原地町248番地
古原　敏

旅館 H09.08.22

もみぢ茶屋 京都市左京区大原来迎院町341
畠中　菊江

簡易宿所 S44.11.12

よしこ 京都市左京区大原戸寺町75
野田　ヤス

旅館 S49.08.26

阿古屋荘 京都市左京区八瀬近衛町６８１
柳岡　通雄

旅館 H14.04.30

右源太 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 S48.05.15

岡乃家 京都市左京区上高野北田町9-8
岡野　志津子

簡易宿所 S51.10.15

花脊山村都市交流の森「翠峰荘」 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 H09.06.27

花背こども村 京都市左京区花背八桝町６５０番地
熊本　マリ子

簡易宿所 H27.12.25

懐古庵　小町 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 H28.02.18

学庵 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 H28.02.18

株式会社　貴船べにや 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 H09.12.03

株式会社　京都トラベラーズ・イン 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 S63.07.29

株式会社　八千代 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 S39.12.22

株式会社　兵衛 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 H25.05.17

株式会社　北白川天然ラヂウム温泉 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 S35.12.23

株式会社貴船きらく 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 H21.05.14

株式会社古知谷 京都市左京区大原小出石町716-2
株式会社古知谷
代表取締役　佐藤　喜久子

旅館 S51.07.13

観光旅館　ホテル平安の森京都 京都市左京区岡崎東天王町51
株式会社　ホテル平安の森
代表取締役　大倉　立次

旅館 S45.03.07

関西セミナーハウス 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 H25.04.08

喜津祢 京都市左京区大原上野町1
井上　富久子

旅館 S47.02.22
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旅館業施設一覧（平成28年2月29日現在）

施設名称 施設所在地 申請者氏名 旅館業の種別 許可日

貴船ふじや 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 H01.07.31

菊水 京都市左京区南禅寺福地町31
（株）菊水
代表取締役　高橋　正人

旅館 H05.11.04

吉田山荘 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 S24.10.07

魚山園 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 H11.04.28

京都教育文化センター 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 S39.05.01

京都市野外活動施設花背山の家 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 H23.06.02

京都南禅寺倶楽部 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 H25.07.05

京別邸　聖護院 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 H27.04.21

蕎麦打ち　おくで 京都市左京区久多中の町111番地
奥出　一順

簡易宿所 H27.05.13

芹生 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　武久

旅館 S58.10.17

銀橋 京都市左京区浄土寺西田町55-3
森川　繁夫

旅館 S52.08.11

桂雅堂 京都市左京区花脊原地町312番地
永谷　美恵子

簡易宿所 H09.10.20

古根 京都市左京区広河原尾花町200
高橋　富男

簡易宿所 S62.03.24

古知平 京都市左京区大原古知平町60
辻中　静子

簡易宿所 S44.11.12

国立京都国際会館　ロッジ 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 S62.04.03

三条１９９９ 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 H27.11.30

三千院の里 京都市左京区大原来迎院町148番地
株式会社　三千院の里
代表取締役　清水　明美

旅館 H16.07.12

三千院道 京都市左京区大原大長瀬町287-1
谷口　正治

簡易宿所 S44.12.23

山ばな　平八茶屋 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 S45.12.16

紫雲 京都市左京区大原古知平町48
河上　むつ

旅館 S44.11.07

紫草庵 京都市左京区大原古知平町8
中島　敬子

簡易宿所 S52.01.26

鹿麓 京都市左京区鹿ケ谷寺ノ前町28-1
後藤　純

簡易宿所 H17.05.12

芝蘭会館別館（国際交流会館） 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 H01.12.27
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旅館業施設一覧（平成28年2月29日現在）

施設名称 施設所在地 申請者氏名 旅館業の種別 許可日

若葉家 京都市左京区聖護院川原町29
振古　祥子

旅館 S12.01.22

宿ｙａ 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 H27.10.20

宿坊　浄蓮華院 京都市左京区大原来迎院町407
多紀　穎信

簡易宿所 S50.08.26

小の山荘 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 S34.03.04

小谷屋 京都市左京区花脊別所町350
藤井　富江

旅館 S47.05.26

星野リゾート　ロテルド比叡 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 H11.04.23

聖護院　ななこ 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 H28.01.27

聖護院　ねねこ 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 H28.01.27

聖護院　御殿荘 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 S51.04.27

聖護院荘 京都市左京区聖護院中町8
柄田　光子

旅館 S39.12.04

川京 京都市左京区浄土寺石橋町8
安川　幸枝

旅館 S30.03.19

大原の里 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 H04.07.02

大原温泉　湯元のお宿　民宿　大原山荘 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 H11.04.12

大原念仏寺会館 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 S50.07.16

大黒谷キャンプ場
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 S58.07.21

大文字 京都市左京区鹿ケ谷徳善谷町4-27
熊井　健治

簡易宿所 S50.12.17

仲よし 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 H05.03.15

辻 京都市左京区大原草生町45
辻　京子

簡易宿所 S44.11.10

東京都電機健康保険組合　保養所洛北荘
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 H02.09.14

南禅会館
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 H23.03.08

日本私立学校振興・共済事業団京都宿泊所
「白河院」

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 S59.03.09

日本放送協会健康保険組合京都保養所
洛風荘

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 H06.02.23
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旅館業施設一覧（平成28年2月29日現在）

施設名称 施設所在地 申請者氏名 旅館業の種別 許可日

播州館 京都市左京区聖護院川原町2
越川　幹弘

旅館 S61.06.10

八瀬かまぶろ温泉ふるさと 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 S59.02.04

美山荘 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 H14.06.05

美里 京都市左京区大原戸寺町98
松田　みさ江

簡易宿所 S53.10.09

不動温泉 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 S38.07.30

富ひさ 京都市左京区岡崎法勝寺町60
室田　ひさゑ

旅館 S27.07.14

福寿庵 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 H28.02.19

平安の森京都 京都市左京区岡崎東天王町５１番地
ホテルマネージメントインターナショナル株式会社
代表取締役　大垣　敏和

旅館 H19.10.18

北野家 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 S33.02.10

鱒乃坊 京都市左京区八瀬野瀬町310
株式会社　鱒乃坊
代表取締役　秋岡　武治

旅館 S46.10.01

民宿　なかむら 京都市左京区上高野上荒蒔町10-4
中村　耀子

簡易宿所 S55.05.21

民宿　三千院道 京都市左京区大原大長瀬町237
谷口　正治

簡易宿所 S50.08.26

門前茶屋 京都市左京区花脊原地町３８４
中東　光治

旅館 H04.09.24

野田家 京都市左京区大原戸寺町196
野田　清子

旅館 S42.09.18

有限会社　寺谷 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 S49.10.26

有限会社　旅館　さわや本店 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 S31.09.25

洛東荘 京都市左京区岡崎東福ノ川町18
山田　貞子

旅館 S32.05.23

洛北若葉寮 京都市左京区下鴨西高木町37
安念　悦子

簡易宿所 S50.05.24

洛陽荘 京都市左京区岡崎法勝寺町77
株式会社　グランデ
代表取締役　大髙　由紀子

旅館 H27.02.26

旅館　大銀 京都市左京区浄土寺石橋町21
中村　満紀子

旅館 S55.11.04

旅館　茶谷 京都市左京区大原草生町160
茶谷　のり子

旅館 S46.11.11

旅館　美津濃 京都市左京区聖護院川原町1
株式会社　旅館　美津濃
代表取締役　水野　恵美子

旅館 S61.06.03

旅館　洛頂 京都市左京区下鴨東半木町67
浦出　克則

旅館 S37.09.24
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旅館業施設一覧（平成28年2月29日現在）

施設名称 施設所在地 申請者氏名 旅館業の種別 許可日

旅館丸家 京都市左京区聖護院川原町２
飛田　洋

旅館 H04.11.19

梵定寺 京都市左京区田中関田町３３－５
福山　昌子

簡易宿所 H21.07.15

ＡＮＡクラウンプラザホテル京都 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 S61.05.08

Ｃｈｅｌｓｅａ２４ 京都市中京区鏡屋町２２番地２
小林　みよ

簡易宿所 H27.12.02

ｃｉｎｑ 京都市中京区御幸町三条下る海老屋町327
田中　良一

旅館 S51.10.19

Ｇｕｅｓｔ　Ｈｏｕｓｅ　ＳＥＮＤＯ 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 H26.07.25

ＨＯＴＥＬ　ぽんと
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 H27.01.26

karaksa hotel Kyoto　Ⅰ 京都市中京区壬生坊城町１２番地１３
株式会社ザイマックスホテルズ関西
代表取締役　久森　健二

ホテル H28.02.25

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

簡易宿所 H27.01.27

Ｋｙｏｔｏ　Ｙｏｋｏ＆Ａｋｉｒａ　Ｇｕｅｓｔｈｏｕｓｅ 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 H27.12.02

ＮＡＮＧＯＫＵ 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 H20.05.22

ＮＩＳＨＩＹＡＭＡ　ＲＹＯＫＡＮ 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 S45.04.17

ＮＯＫＵ　Ｋｙｏｔｏ 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　ロキシー・キョウト・ホテル・ホールディングス・
ピーティーイー・エルティーディー　職務執行者　齋藤　和
彦

ホテル H27.10.22

ＰＩＥＣＥ　ＨＯＳＴＥＬ　ＳＡＮＪＯ 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 H27.06.30

ＳＥＩＢＩＤＯ　ＩＮＮ 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 H27.12.22

ＴＨＥ　ＳＣＲＥＥＮ
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 H22.04.28

Ｗａ 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 H23.12.19

アークホテル京都 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 H03.04.10

アーバンホテル　京都二条　プレミアム 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 H27.10.27

ヴィアイン京都四条室町 京都市中京区室町通蛸薬師下る山伏山町５４９，５５１－２
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 H19.03.28

ヴィラージュ京都 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　三好　麻里

簡易宿所 H20.09.18

ウサギノネドコ 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 H26.11.19
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旅館業施設一覧（平成28年2月29日現在）

施設名称 施設所在地 申請者氏名 旅館業の種別 許可日

ウノハウス　ＵＮＯ　ＨＯＵＳＥ 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 H11.02.03

お宿　いしちょう 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 S44.09.02

カオサン京都カプセル 京都市中京区御幸町通六角下る伊勢屋町３４６番地
有限会社万両
代表取締役　小澤　弘視

簡易宿所 H25.11.25

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

簡易宿所 H27.05.26

ゲストハウス　間 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 H24.02.27

ゲストハウス『楽縁』 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 H23.06.29

ゲストハウスひつじ庵 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 H25.11.12

ゲストハウス菜の花 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 H25.09.27

ことりや 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 H22.09.08

ザ・リッツ・カールトン京都 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 H26.01.31

シティペンションリオンドール 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 H05.06.02

スーパーホテル京都・四条河原町 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 H20.12.02

ダイヤモンド京都ソサエティ 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 H15.08.25

とき家 京都市中京区西起屋町通姉小路上る下丸屋町421
富増　安栄

旅館 S25.11.15

トミーリッチイン京都 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 H14.12.12

ハートンホテル京都 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 H08.02.28

ホステルムンドチキート 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 H24.10.25

ホテル　グラン・エムズ京都 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 H27.04.07

ホテル　パステル京都 京都市中京区東洞院通三条下る三文字町215-1
中京地域開発株式会社
代表取締役　浜崎　久夫

ホテル H10.11.04

ホテル　マルモル 京都市中京区御幸町通六角下ル伊勢屋町 346
有限会社　アリウス
取締役　西田　豊

ホテル H07.04.27

ホテルギンモンド 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 S50.03.10

ホテルシャトレーイン京都 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 H17.04.26

ホテルチェックイン四条烏丸
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 H24.12.21
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旅館業施設一覧（平成28年2月29日現在）

施設名称 施設所在地 申請者氏名 旅館業の種別 許可日

ホテルニュー金波樓 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 S51.09.16

ホテルビスタプレミオ京都[河原町通] 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 H25.11.28

ホテルモントレ京都 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 H19.01.30

ホテル本能寺 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 S54.03.28

やす井 京都市中京区木屋町通三条上る上大阪町510-1
安井　澄子

旅館 S30.05.10

ゆるる 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 H25.08.07

よしのや 京都市中京区高瀬川筋四条上る紙屋町３５７番地 簡易宿所 H27.07.17

ロイヤルパークホテル　ザ　京都
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 H23.09.28

ろうじ屋 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 H22.06.10

ロッカクゲストハウス
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 H27.11.27

ロテル・デ・フルール京極 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 H17.11.28

安楽 京都市中京区大宮通四条上る錦大宮町144
水野　修

旅館 S29.04.22

伊藤屋旅館 京都市中京区蛸薬師通新京極東入裏寺町598
有限会社　伊藤屋旅館
代表取締役　橋本　義雄

旅館 S27.06.30

井筒ホテル 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 H26.03.12

一陽来復 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 H26.12.26

永巧舎一号館 京都市中京区壬生西大竹町２３番地
大薮　巧

簡易宿所 H28.01.22

永巧舎二号館 京都市中京区壬生西大竹町２３番地
大薮　巧

簡易宿所 H28.01.22

加ぎ平 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 H06.11.17

加茂川館 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 S43.03.19

花綴 京都市中京区壬生下溝町２６番地３２
三谷　勉

簡易宿所 H27.05.01

株式会社　真砂 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 S45.07.21

株式会社　炭屋旅館 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 S24.08.04

株式会社　俵屋旅館 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 S37.12.12
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旅館業施設一覧（平成28年2月29日現在）

施設名称 施設所在地 申請者氏名 旅館業の種別 許可日

株式会社旅庵花月 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　西村清子

旅館 H06.04.27

幾松 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 S31.11.30

吉川 京都市中京区麩屋町六角上る白壁町440
吉川　由次郎

旅館 S28.03.19

橘 京都市中京区木屋町通御池上る上樵木町500
高橋　麗子

旅館 S31.07.14

杵屋旅館 京都市中京区西ノ京北聖町27
臼井　龍三

旅館 H02.10.11

京いすけ　百足屋町 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 H27.01.13

京花庵 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 H27.02.02

京楽荘 京都市中京区寺町通錦上る西入円福寺前町274
西村　すえ

旅館 S30.08.23

京幸　和庵 京都市中京区西ノ京冷泉町１２３番地
株式会社プラザホーム
代表取締役　森田　恭司

簡易宿所 H27.05.01

京宿　うさぎ 京都市中京区西ノ京北聖町１番地
井上　順子

簡易宿所 H24.02.02

京宿　うさぎ　Ａ 京都市中京区西ノ京北聖町１
井上　順子

簡易宿所 H27.02.20

京宿　うさぎ　Ｂ 京都市中京区西ノ京北聖町１
井上　順子

簡易宿所 H27.02.20

京宿家　朱雀　ききょう庵 京都市中京区西ノ京西月光町１８－８
葛西　洋介

簡易宿所 H22.06.07

京宿家　朱雀　わかくさ庵 京都市中京区西ノ京西月光町１８－９
徳田　文彦

簡易宿所 H22.06.07

京宿家　朱雀こんるり庵 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 H25.09.27

京宿家　朱雀ふしぞめ庵 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 H26.01.10

京宿家　朱雀ふしぞめ庵 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 H25.01.24

京宿家　城巽　あかね庵 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 H22.05.20

京宿家　竹間つゆくさ庵 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 H27.10.28

京宿家　明倫こがね庵
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 H24.07.06

京小宿　千代鶴 京都市中京区七軒町４７５番地３
篠田　拓也

簡易宿所 H27.09.07

京町家　小鳥遊 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 H26.09.03

京都　茶の宿　七十七　二条邸 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 H28.02.09
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旅館業施設一覧（平成28年2月29日現在）

施設名称 施設所在地 申請者氏名 旅館業の種別 許可日

京都　茶の宿　七十七　二条別邸 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 H28.02.04

京都ガーデンホテル 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 S55.06.27

京都ジャランドウ 京都市中京区御幸町通六角下る伊勢屋町３４６
株式会社Ｇｒａｃｅ　ａｕ　Ｃｉｅｌ
代表取締役　藤田　有造

簡易宿所 H23.09.01

京都ホテルオークラ 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 H06.06.15

京都ロイヤルホテル＆スパ 京都市中京区河原町通三条上る恵比須町４２６番地
株式会社イシン・キョウトカワラマチ・オペレーションズ
代表取締役　マイケル・ニギッチ

ホテル H19.03.23

京都堀川イン 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 H11.07.28

近又 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 S35.01.20

御苑 京都市中京区油小路通丸太町下る大文字町45-1
下田　一郎

旅館 S45.10.19

左馬寮庵 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 H28.02.26

三井ガーデンホテル京都三条 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 H01.08.22

三井ガーデンホテル京都新町　別邸 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 H26.03.24

三賀 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 S50.04.03

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

簡易宿所 H25.10.30

三条高倉　響 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 H27.03.20

三条宿 京都市中京区姉小路通堀川西入樽屋町４５３番地
合同会社ＧｏｏｄＤｅｓｉｇｎＷｏｒｋｓ
代表社員　キラエリモアテス

簡易宿所 H26.07.25

三福 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 S25.05.24

三木半旅館 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 S60.05.30

山喜久 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 S37.11.27

山居　（サンキョ） 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 H28.02.02

姉小路別邸 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 H25.07.04

宿屋　三坊 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 H27.05.27

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 S48.09.20

松井旅館本館 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 S58.03.07
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旅館業施設一覧（平成28年2月29日現在）

施設名称 施設所在地 申請者氏名 旅館業の種別 許可日

水明樓 京都市中京区木屋町三条上る上大阪町511
松尾　ふみ

旅館 S21.02.01

石原旅館 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 S33.05.28

石長　松菊園東館 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 S57.10.21

石長本館　松菊園 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 S44.12.27

太鼓屋 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 H25.08.15

大学生協京都会館
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 H01.01.11

大富旅館 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 S61.03.05

沢田別館 京都市中京区壬生坊城町2
島田　初栄

旅館 S48.03.02

池坊花心苑 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 H10.09.17

朝日旅館 京都市中京区蛸薬師通富小路東入ル油屋町143
平瀬　洋子

簡易宿所 H05.10.05

町家民宿「姉小路」 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 H15.10.09

鶴井 京都市中京区先斗町三条下る石屋町124
中井　テル

旅館 S31.10.04

田崎屋 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 H27.12.25

東横イン京都四条大宮 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 H10.11.30

二条　すみれ庵 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 H27.12.10

二条　椿や 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 H28.02.22

二条城みやび庵 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 H27.10.14

日月荘 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 H24.12.10

日昇別荘 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 H08.09.18

日昇別荘　右近橘 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 H27.03.20

日昇別荘　蘭亭 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 H27.03.19

畑 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　別館 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 S34.07.27
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旅館業施設一覧（平成28年2月29日現在）

施設名称 施設所在地 申請者氏名 旅館業の種別 許可日

柊家旅館 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 S11.11.25

瓢家 京都市中京区河原町三条上る下丸屋町413
有限会社　瓢家
代表取締役　北村　恵津子

旅館 S37.07.18

布袋館 京都市中京区三条河原町東入中島町77
青木　緑

旅館 S34.07.09

風楽都　壬生 京都市中京区壬生松原町４５番地８
岡田　好太

簡易宿所 H27.10.28

平新 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 S46.10.06

麻呂家　猪熊六角 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 H27.10.28

満き 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 H27.12.24

民宿　辻村 京都市中京区壬生馬場町8
辻村　繁美

簡易宿所 S51.05.31

綿善旅館 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 S59.09.12

有限会社丸正 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 H06.04.28

遊苑　まるき 京都市中京区木屋町三条上る上大阪町529.530
有限会社　まるき　エステート
代表取締役　蓮井　キヨ

簡易宿所 H03.05.31

要庵　　西富家 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 S33.09.29

旅館　こうろ 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 S57.04.06

旅館　ピーチパイ 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 S60.08.13

旅館　ホテル　マリオン 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 S60.09.02

旅館　ホテル　杉長 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 S60.04.10

旅館　大一イン 京都市中京区壬生上大竹町2-1
岡本　喜久雄

旅館 S61.11.21

旅館　陶月 京都市中京区間之町通二条上る夷町584
宮木　福子

旅館 S49.11.21

旅館吉川　株式会社 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　武彦

旅館 S31.04.02

旅荘　青い鳥 京都市中京区河原町通二条上る清水町359
荒牧　隆

簡易宿所 S53.02.22

和樂 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 H28.02.24

濱崎 京都市中京区木屋町二条下る
濱崎　昌子

旅館

ａｒｃ 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 H27.12.24
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旅館業施設一覧（平成28年2月29日現在）

施設名称 施設所在地 申請者氏名 旅館業の種別 許可日

Ａ－ｙａｄｏ
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 H21.02.05

ｂａｋｐａｋ　ＧＩＯＮ　Ｈｏｓｔｅｌ 京都市東山区宮川筋二丁目２４４
眞野　小百合

簡易宿所 H20.06.25

ＢＡＫＰＡＫ　ＨＯＳＴＥＬ 京都市東山区宮川筋四条下ル宮川筋一丁目２３４
ＭＡＮＯ　ＧＬＯＢＡＬ　ＢＵＳＳＩＮＥＳ有限会社
取締役　眞野　小百合

簡易宿所 H19.06.05

Ｃａｅｄｅ　ＨｏｔｅｌＫｙｏｔｏ　Ｓａｎｊｏ
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 H22.02.02

Ｇａｕｄｉｏ　Ｉｎｎ
京都市東山区三条通南裏二筋目白川筋西入堤町５１２番
地６

株式会社　イーストヒルズ
代表取締役　片山　文雄

簡易宿所 H27.09.09

ＨＡＲＭＯＮＹ 京都市東山区一橋野本町９４番地４４
パーネル さとみ

簡易宿所 H27.09.14

ＨＯＴＥＬ　Ｒｅｉ 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 H23.01.17

ＪＡＭ　ＨＯＳＴＥＬ　ＫＹＯＴＯＧＩＯＮ 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 H24.01.26

Ｍａｃｈｉｙａ　Ｌｉｌｙ 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 H27.04.13

Ｍａｒｏ Ｈｏｕｓｅ
京都市東山区五条通若宮八幡前南入慈法院庵町５８９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 H27.08.04

ＭＡＲＯ ＨＯＵＳＥ ＡＮＮＥＸ 京都市東山区渋谷通東大路東入常盤町４８２番地３４
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 H27.10.14

Ｍｕｍｅ 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 H21.04.08

Sakaiya Apartment in Toufukuji 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 H28.02.01

ＳＡＫＡＲＡ　白鶴　ＷｈｉｔｅＣｒａｎｅ　Ｍａｃｈｉｙａ 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 H26.05.01

Ｓａｎｔｉａｇｏ　Ｇｕｅｓｔｈｏｕｓｅ　Ｋｙｏｔｏ 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 H25.03.29

ＳＯＭＥＲＳＥＴ 清水五条 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 H28.02.25

Theatre and Library Residence ‐Kyoto
Imagumano‐

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 H28.01.26

あずきや 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 H15.07.10

あずきや　セム 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 H19.05.25

アパホテル〈京都祇園〉ＥＸＣＥＬＬＥＮＴ 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 H12.06.30

アメニティーホテル 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 H25.05.28

京都市東山区大和大路通四条下る四丁目小松町５６３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 H27.06.10

いやしの館　咲良
京都市東山区下河原通八坂鳥居前下る２丁目上弁天町４
３３

杉田　孝子
簡易宿所 H20.01.30
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旅館業施設一覧（平成28年2月29日現在）

施設名称 施設所在地 申請者氏名 旅館業の種別 許可日

京都市東山区大和大路通四条下る四丁目小松町５６３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 H27.10.29

京都市東山区大和大路通四条下る四丁目小松町５６３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 H27.10.29

ウェスティン都ホテル京都 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 H17.03.31

うえむら 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 S20.12.05

うの庵 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 H27.06.18

エコアンドテック京都 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 H20.04.10

オリエント五条坂 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　ひとみ

簡易宿所 H28.02.29

お宿清水七福 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 H27.10.20

カプセルホテル　ルーマプラザ
京都市東山区祇園町南側５７５番地，５７４番地，５７４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 H26.12.09

ぎおん　森庄
京都市東山区下河原通八坂鳥居前下る上弁天町４３５番
地６

森田　安洋
旅館 H23.02.16

ぎおん　畑中 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 H07.12.20

ギオン福住 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 S63.04.15

きよみず鈴木 京都市東山区清水四丁目198
鈴木　きよの

旅館 S50.11.05

きりは イン アンド カフェ
京都市東山区大仏馬町通伏見街道東入五丁目常盤町４５
９番地１５

株式会社　桜士堂
代表取締役　木村　公一

簡易宿所 H27.07.15

きんなべ 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 S43.05.27

ゲストハウス　エイコンハウス 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 H16.07.12

ゲストハウス　ソイ 京都市東山区渋谷通東大路東入２丁目下馬町５０９－２
植田　麻紀

簡易宿所 H26.07.28

ゲストハウス　トゥ・カサ 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 H27.05.28

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 H27.03.31

ゲストハウス　楽座 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 H22.01.04

ゲストハウス　京都しらかわ 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 H22.09.13

ゲストハウス　小さな町家の美術館　鶴屋定
家

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 H27.09.07

ゲストハウス京都しらかわ　別館堤町 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 H25.10.15
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旅館業施設一覧（平成28年2月29日現在）

施設名称 施設所在地 申請者氏名 旅館業の種別 許可日

ゲストハウス山跡 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 H22.11.19

ゲストハウス田中家 京都市東山区宮川筋五丁目３５２番８
田中　民枝

簡易宿所 H22.02.15

ゲストハウス東山 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 H22.10.25

ゲストハウス東山　じゃお 京都市東山区今熊野南日吉町１４８－７５
山上　貴大

簡易宿所 H25.10.18

ことりや別館
京都市東山区三条通南裏白川筋西入三丁目南西海子町４
２６－１６

佐野　朋子
簡易宿所 H22.11.08

こまつ 京都市東山区祇園清井町503-1
福嶋　セツ子

旅館 S37.08.07

ザ・ビー京都三条 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 H27.10.07

ステラ東山（Ｓｔｅｌｌａ東山） 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 H25.10.23

そら（ＳＯＬＡ） 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 H27.09.14

つき草庵 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 H27.09.09

ニュー山里 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 S45.05.11

ハイアットリージェンシー京都 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　橘　正

ホテル H18.03.10

はる家
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 H23.09.28

ぴーすはうす桜
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 H26.01.14

ビッグウィーク京都 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 H19.06.27

プライベートレジデンス宮川町 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 H27.11.24

フルスファーホテル 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 H16.12.28

ペンショングローブ東山 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 H01.04.18

ペンション祇園 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 H05.11.01

ほっこりする京の町家　上野屋 京都市東山区本町新五丁目１６３－９
上野　景一

簡易宿所 H18.10.31

ホテル　ささりんどう 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 H08.04.26

ホテル　と、いうわけで。 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 H16.01.19

ホテル　秀峰閣 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　充孝

旅館 H17.03.11
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旅館業施設一覧（平成28年2月29日現在）

施設名称 施設所在地 申請者氏名 旅館業の種別 許可日

ホテルサンデーブランチ
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 H15.05.02

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 H24.11.26

ホテルリバージュ 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 H20.06.12

ホテルリバージュ 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 H15.10.28

ホテル京都イン 京都市東山区祇園町南側570-89
鈴木　宣子

ホテル S60.02.12

ホテル長楽館 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 H20.01.11

ホテル東山閣 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 S36.12.25

みつよ 京都市東山区下河原通八坂鳥居前下る下河原町463-22
津田　美禰子

簡易宿所 S63.02.01

みやぎ乃 京都市東山区祇園町南側570-1
我妻　きよの

旅館 S30.02.17

ヤング開発京都東山山荘 京都市東山区粟田口三条坊町 2-16,2-17,2-18
ヤング開発株式会社
代表取締役　伊藤　勝之

簡易宿所 H07.05.16

ラブインパートⅡ 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　本倉　秀文

簡易宿所 H19.07.26

わたなべ 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 S48.12.19

京都市東山区松原通大和大路東入二丁目轆轤町１０８－
１，１０４－４

簡易宿所 H24.06.08

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 H24.09.05

京都市東山区建仁寺町四条下る四丁目小松町５６３番地１
２

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 H28.02.15

京都市東山区建仁寺町四条下る四丁目小松町５６３番地１
２

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 H28.02.15

葵　八坂高台寺 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 H24.11.26

粟田庵 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 H27.03.27

井雪 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 S42.09.02

一円相。 京都市東山区大和大路通四条下る四丁目小松町４番地２
神谷　幸紀

簡易宿所 H20.01.30

一富士 京都市東山区祇園町南側570-1
斉藤　静子

旅館 S26.08.04

浦島 京都市東山区八坂新地富永町137
綾部　喜代子

旅館 S29.12.27

沖のまちやど
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 H24.09.05
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旅館業施設一覧（平成28年2月29日現在）

施設名称 施設所在地 申請者氏名 旅館業の種別 許可日

加茂川苑 京都市東山区宮川筋四丁目314
杉　文江

旅館 S52.09.26

加茂川荘 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 S46.06.01

花とうろ　Stay　八坂の塔
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 H26.10.23

花楽 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 H08.10.02

花喜屋 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 H16.05.10

花喜屋　別館 京都市東山区五条橋東六丁目５１０－３
片岡　永美

簡易宿所 H20.07.18

華楽 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 H26.11.11

雅順 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 H26.01.06

貝田 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 S47.06.03

喜むら家 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 S44.08.21

祇園の宿　舞風館 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 H06.04.06

菊ノ井 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 S24.10.20

菊梅 京都市東山区祇園町南側570-127
中山　愛子

旅館 S28.09.07

吉今旅館 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 S61.09.13

吉今旅館 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 S47.11.07

吉水 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 H10.07.01

吉川 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 S57.03.24

休兵衛 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 H26.06.12

弓矢小町 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 H23.10.25

京の宿　ちとせ 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 S53.02.23

京の宿　祇園佐の 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 S38.09.14

京の宿　三源　二年坂 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 H26.08.20

京の小宿　宮川町　よし井 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 H26.06.10
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旅館業施設一覧（平成28年2月29日現在）

施設名称 施設所在地 申請者氏名 旅館業の種別 許可日

京宿庵　なでしこ　白川
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 H28.01.19

京宿家　粟田　げっぱく庵 京都市東山区三条通白川橋東入五丁目東町２２４番地４
有限会社輪
代表取締役　山田　義章

簡易宿所 H25.04.17

京宿家　月輪こはく庵 京都市東山区泉涌寺雀ヶ森町３番８
山田　滋彦

簡易宿所 H23.07.01

京宿家　清水りきゅう庵 京都市東山区中道通松原上る月輪町96番4
Angel Machiya Limited
取締役　Leung Heng Yan，Denis

簡易宿所 H27.03.04

京宿家　有済はとば庵 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 H25.05.14

京宿家新道あずき庵
京都市東山区建仁寺町四条下る四丁目小松町５５７番地１
０

魚田　道夫
簡易宿所 H25.08.05

京宿家清水びろうど庵
京都市東山区下河原通八坂鳥居前下る下河原町４７８番
地４

小林　礼子
簡易宿所 H25.12.24

京宿家清水ろくしょう庵 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 H24.08.09

京宿家町家レジデンスイン新道せいじ庵 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 H26.06.09

京小宿　古川みやび 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 H27.02.23

京小宿八坂ゆとね 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 H24.02.07

京町家　古今 東山 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 H27.07.10

京町家　天の川
京都市東山区三条通南四筋目白川筋西入稲荷町南組５７
５番地１２

石川　聖子
簡易宿所 H27.10.28

京町家新道さくら庵 京都市東山区宮川筋蛭子図子下る宮川筋４丁目３１９番５
株式会社八清
代表取締役　西村　孝平

簡易宿所 H23.10.14

京都　Ｉｎｎ　東山 京都市東山区今熊野南日吉町30-21
山上　喜志夫

簡易宿所 H26.04.11

京都　東山三条　白川庵 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 H21.11.06

京都ゲストハウス　らんたん祇園 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 H27.03.23

京都のお宿　侘助
京都市東山区耳塚通五条下る二丁目蛭子町北組２６１番
地１０

髙嶋　奈津子
簡易宿所 H28.02.19

京都花ホテル 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 H24.11.16

京都祇園　気楽　ｉｎｎ 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 H23.07.01

京都清水おかげ庵
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 H28.01.12

京都清水の町家 和”NAGOMI”
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 H28.01.12

京都東山　ｈａｌｅてまり 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 H26.11.18
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旅館業施設一覧（平成28年2月29日現在）

施設名称 施設所在地 申請者氏名 旅館業の種別 許可日

京都東山　景山庵 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 H23.03.29

京都東山くるみ
株式会社　ラフ
代表取締役　渡邉　幸生

簡易宿所 H27.05.22

京都東山荘 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 H20.04.10

京都旅庵　然
京都市東山区三条通白川筋黒谷道西入柚之木町３５６番
地

株式会社　Ｋ‐ｃｕｂｅ
簡易宿所 H27.05.19

京乃宿　鴨東 京都市東山区一橋宮ノ内町2-1
桝井　清乃

旅館 H02.03.19

玉半 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 H01.10.19

近江 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 S34.08.08

金太 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 H23.06.24

結庵 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 H25.04.24

古都夢 京都市東山区五条橋東六丁目583-58
平井　康之

簡易宿所 S59.02.29

五条ゲストハウス 京都市東山区五条橋東３丁目３９６－２
森谷　栄二

簡易宿所 H15.08.26

五条ゲストハウス別館 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 H19.06.05

五条坂町家
京都市東山区馬町通大和大路東入五丁目下馬町４９２番
地７

オシュネー パトリック マークイヴ
簡易宿所 H27.11.24

五条町家
京都市東山区耳塚通五条下る二丁目蛭子町北組２６１番
地７

オシュネー パトリック マークイヴ
簡易宿所 H27.05.14

幸遊庵 京都市東山区小松町５６０番地２５
坂田　幸雅

簡易宿所 H23.03.14

弘扇龍
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 H06.04.22

高台寺　阿わた 京都市東山区下河原通高台寺下る南町４１３
吉田　司

旅館 H10.03.20

合資会社　晴鴨樓 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 S21.02.16

佐々木 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 S31.05.09

佐明邸 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 H18.03.31

坂の上 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 S57.05.28

桜香楽
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 H22.08.26

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 H24.11.13

25



旅館業施設一覧（平成28年2月29日現在）

施設名称 施設所在地 申請者氏名 旅館業の種別 許可日

三十三町家
京都市東山区大仏南門通大和大路東入三丁目南瓦町７０
０番地４

オシュネー パトリック マークイヴ
簡易宿所 H27.07.03

三条白川ハウス 京都市東山区梅宮町４７３－１５
河内バー　有子

簡易宿所 H21.04.13

三塔庵 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 H04.08.25

三昧庵
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 H27.01.27

山志多 京都市東山区祇園町南側501-3
山下　昌子

旅館 S47.04.12

山茂登旅館 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 S62.11.02

紫 京都市東山区祇園町南側570-7
吉田　綾子

旅館 S33.10.08

寿 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 S32.12.27

寿栄屋 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 S51.06.16

十宜屋
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 H26.01.07

淑徳館 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 H10.02.12

潤心庵 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 H15.02.28

純和風料理旅館　きのゑ
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 H05.10.01

松春 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 S42.10.21

松葉亭
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 H14.06.12

新門荘 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 S55.09.17

水月 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 S36.07.31

清水　吉田屋 京都市東山区五条橋東六丁目539-25
角　一三

簡易宿所 S56.04.13

清水　萬治郎 京都市東山区清水二丁目２０８番地１７
玉置　達也

簡易宿所 H24.12.18

清水ユースホステル 京都市東山区五条橋東６丁目５３９－１５，５３９－１６
大野　習平

簡易宿所 H20.03.13

清水五条　Ｍｏｍｉｊｉ 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 H25.11.15

清水三年坂
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　ひとみ

簡易宿所 H26.02.14

清水山荘 京都市東山区清水三丁目341番地の1
岩渕　節子

簡易宿所 H05.10.14
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旅館業施設一覧（平成28年2月29日現在）

施設名称 施設所在地 申請者氏名 旅館業の種別 許可日

清水町家
京都市東山区馬町通大和大路東入四丁目常盤町４６０番
地３

オシュネー パトリック マークイヴ
簡易宿所 H27.07.28

清水町家イン 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 H26.09.11

清水房 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 S23.09.15

石田旅館 京都市東山区祇園町南側570-164
下田　恵美子

旅館 S47.11.09

石塀小路　龍吟 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 H24.08.17

雪月花
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 H27.09.24

千楽 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 S36.05.20

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 H27.11.24

増井家
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 H22.06.11

其中庵 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 H09.03.13

大谷 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 S53.02.23

大和大路の宿
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 H27.11.16

知恩院　和順会館 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 H23.02.16

智積院会館 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　小宮　一雄

旅館 S42.02.01

竹富 京都市東山区祇園町南側５７０－１２０
松永　輝代

簡易宿所 H19.08.02

中西 京都市東山区祇園町南側570-122
中西　キミ

旅館 S30.12.28

中野 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 S40.12.23

兆　ＫＩＺＡＳＨＩ　ＴＨＥ　ＳＵＩＴＥ 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 H21.03.18

町家つばら 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 H26.11.26

長屋（チョウヤ） 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 H27.12.22

長楽寺宿坊　遊行庵 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 H11.03.12

田舎亭 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 S37.08.23

田中家別館 京都市東山区西御門町４６４番地１１
田中　真人

簡易宿所 H27.06.04
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旅館業施設一覧（平成28年2月29日現在）

施設名称 施設所在地 申請者氏名 旅館業の種別 許可日

土井 京都市東山区高台寺南通下河原東入桝屋町353-2
土井　明

旅館 S28.04.06

東観荘 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 S38.09.26

東山の宿　えんがわ 京都市東山区五条橋東六丁目５１０番２５
李　文英

簡易宿所 H27.03.20

東山ユースホステル 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 S51.07.26

東山五条ビル 京都市東山区慈法院庵町５９８番地　３階
徳武　智昭

簡易宿所 H27.04.16

東山常松庵 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 H26.08.15

東姉小路町家
京都市東山区三条通北裏白川筋西入二丁目東姉小路町４
１４番地

山梨　龍一
簡易宿所 H27.08.12

湯河原 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 S35.03.03

禿庵 京都市東山区清水四丁目197-3
玉置　澄子

簡易宿所 H18.01.06

日昇館　尚心亭 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 S49.10.24

梅ノ戸庵　知恩院
京都市東山区三条通南四筋目白川筋西入稲荷町南組５７
５番地１４

畑　尚樹
簡易宿所 H28.02.26

白梅 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 H16.12.06

八坂翠仁花
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 H27.09.07

八仙 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 S39.10.15

八平 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 S47.05.18

悲田院 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 S53.08.07

美竹 京都市東山区下河原通八坂鳥居前下る下河原町４９９
城野　孝子

旅館 S42.05.17

不頼庵　BRIAN 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 H26.10.17

富久家
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 S42.03.31

布袋庵 京都市東山区本町十二丁目２２２番９
前田　一樹

簡易宿所 H27.04.15

風良都東山 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 H24.11.19

吠陀
京都市東山区大和大路通松原下る二丁目薬師町２３５番
地

小野　晴久
簡易宿所 H23.10.19

本町三十三間堂 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　ひとみ

簡易宿所 H27.10.28
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旅館業施設一覧（平成28年2月29日現在）

施設名称 施設所在地 申請者氏名 旅館業の種別 許可日

本町新五丁目サウス 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 H28.02.22

本町新五丁目ノース 京都市東山区本町新五丁目１６７番地５
木村　隆之

簡易宿所 H28.02.22

民宿　古梅川
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 H25.10.25

民宿　竹たに 京都市東山区下河原通八坂鳥居前下ル下河原町４８０－２
百々　二三子

簡易宿所 H21.07.10

民宿　東山豊 京都市東山区六波羅多門町154
国本　正子

簡易宿所 S50.12.17

柳 京都市東山区一橋野本町５９－１９
柳　紋永

簡易宿所 H19.07.24

有限会社　柳川 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 S34.12.07

柚子屋旅館 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 H19.06.12

葉津家 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 S46.04.01

里見 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 S50.06.17

旅館　おくだ 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 H16.09.02

旅館　せいしん庵 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 H13.08.21

旅館　ホテル　マドラス 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 S60.02.09

旅館　ホテル　りょうぜん 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 S62.04.11

旅館　ホテルデミアン 京都市東山区三条通北裏白川筋東入堀池町373-50
株式会社　吉重
代表取締役　材木　良成

旅館 S53.06.19

旅館　ホテルニューデミアン 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 S60.02.12

旅館　やまと
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 H14.03.06

旅館　ゆたか 京都市東山区宮川筋七丁目396
国本　正子

旅館 S58.03.12

旅館　葵ホテル 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 S60.05.13

旅館　京の宿　るり渓 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 S61.09.10

旅館　元奈古
京都市東山区高台寺北門前通下河原東入鷲尾町５１１番
地

株式会社　元奈古
代表取締役　大藤　政治

旅館 H19.04.24

旅館　辻 京都市東山区祇園町南側570-14
辻　甲子

旅館 S33.11.21

旅館　東山ホテル 京都市東山区祇園町南側526番地
中西　喜代子

簡易宿所 H16.08.05
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旅館業施設一覧（平成28年2月29日現在）

施設名称 施設所在地 申請者氏名 旅館業の種別 許可日

旅館　冨月 京都市東山区祇園町南側八坂町570-8
田中　敦子

旅館 S53.07.11

旅館　民宿ちとせ 京都市東山区中道八坂塔下ル81番8
上田　幸一

簡易宿所 H09.01.16

旅館　力彌 京都市東山区下河原通八坂鳥居前下る下河原町463-23
加藤　澄江

旅館 S37.11.05

旅館生駒西館 京都市東山区広道通松原上る四丁目毘沙門町４４番地２１
山二産業有限会社
代表取締役　魚井　ヒサノ

旅館 H11.06.30

旅館生駒東館 京都市東山区広道通松原上る四丁目毘沙門町４４番地２１
山二産業有限会社
代表取締役　魚井　ヒサノ

旅館 H11.06.30

料理旅館「高台寺　よ志のや」 京都市東山区高台寺北門前通下河原東入鷲尾町５２８
株式会社　本家さぬきや
代表取締役　平野　誠

旅館 H19.04.02

六波羅屋 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 H27.05.14

和空間冨月
横山　幹子

簡易宿所 H27.05.26

壺中庵 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 H26.08.08

澤食 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 S56.06.08

薔風窓 京都市東山区清水四丁目１７０番地２７
杉本　尚美

簡易宿所 H21.12.08

藏や　清水五条 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 H26.12.08

藏や　大和大路五条 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 H27.09.29

ホテル　キュテラ 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 H19.07.26

ホテル　パルコ 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 S60.02.08

ホテルブライトンシティ京都山科 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　爪川　治

ホテル H10.09.07

京都おこしやすHOUSE　NISHIMURA 京都市山科区大宅中小路町61-71F
西村　充子

簡易宿所 H28.01.13

旅館　ホテル　オリーブ 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 S55.12.16

旅館　ラパジュリア 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 S55.09.17

料亭　わらびの里 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　三宅　信一

簡易宿所 H23.06.24

和ノ蔵 京都市山科区大塚高岩2-42
山上　智也

簡易宿所 H26.06.23

（株）松本旅館 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 S60.06.27

Bijuu
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 H26.09.04
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旅館業施設一覧（平成28年2月29日現在）

施設名称 施設所在地 申請者氏名 旅館業の種別 許可日

Ｂｉｊｕｕ 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 H25.03.07

ＢＪ　Ｆａｍｉｌｙ　Ｈｏｕｓｅ 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 H23.03.07

ＢＪ　Ｆａｍｉｌｙ　Ｉｎｎ （ＢＪファミリーイン） 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 H28.01.20

BochiBochi烏丸 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　ひとみ

簡易宿所 H27.11.05

Ｂｕｄｇｅｔ　Ｉｎｎ 京都市下京区油小路下魚棚下る油小路町２９５
清水　慶治

簡易宿所 H15.08.18

ＣＡＭＰＴＯＮ　Ⅰ 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 H28.01.28

ＣＡＰＳＵＬＥ　ＲＹＯＫＡＮ 京都市下京区七条通油小路西入る土橋町２０４
有限会社　Ｔｏｕｒ　Ｃｌｕｂ
代表取締役　清水　慶治

簡易宿所 H22.02.09

Ｃｏｌｏｕｒｓ 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 H26.07.10

Ｃｒｏｓｓｒｏａｄｓ（クロスローズ） 京都市下京区夷馬場町45-14
森　幸子

簡易宿所 H12.11.22

ｅｂｉｓｕ 京都市下京区新町通五条下る蛭子町１１２番地
株式会社　フーリエ
代表取締役　北田　昌宏

簡易宿所 H27.11.19

ＥＣＯＮＯ－ＩＮＮ　京都 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 H19.04.05

Fairfield　House 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 H27.11.16

GUEST HOUSE ORIGAMI 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 H27.02.02

Guesthouse KYOTO COMPASS 京都市下京区西七条市部町115番地
野上　千津子

簡易宿所 H26.02.03

Ｈｏｓｔｅｌ　Ｎｏｒｔｈ＋Ｋｅｙ　Ｋｙｏｔｏ 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 H26.04.23

Jasmine １ 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 H28.02.10

Jasmine ２ 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 H28.02.10

KAEDE　GUESTHOUSE
番地

株式会社　畑中
代表取締役　畑中　誠司

簡易宿所 H28.01.04

Ｋｙｏｔｏ　Ｈａｎａ　Ｈｏｓｔｅｌ 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 H22.04.27

Len 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 H27.03.02

MATCHA　backpackers 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 H27.06.09

minato hotel 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 H27.09.11

ｎａｏ炬乃座 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 H25.11.11
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旅館業施設一覧（平成28年2月29日現在）

施設名称 施設所在地 申請者氏名 旅館業の種別 許可日

ｎａｏ炬乃座　別邸　油小路 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 H27.05.14

ｎａｏ炬乃座　別邸梅小路 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 H25.11.12

ｎａｏ炬乃座　別邸麩屋町 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 H25.11.12

Ｔｏｕｒ　Ｃｌｕｂ 京都市下京区東中筋通正面下る紅葉町362
有限会社　Ｔｏｕｒ　Ｃｌｕｂ
代表取締役　清水慶治

簡易宿所 H16.03.10

Ｙｏｕ　縁　Ｍｅ 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 H25.01.10

アークリード五条堀川 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　ひとみ

簡易宿所 H24.05.09

アイゲストハウス梅小路イン京都 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 H27.07.10

あおしだ 京都市下京区諏訪開町１番地１５
吉本　博貴

簡易宿所 H28.02.19

アネックス平岩 京都市下京区三ノ宮町通上ノ口下る高宮町232-3
橋本　三津枝

旅館 S57.04.06

アパヴィラホテル京都駅前 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 H16.10.01

アパホテル＜京都駅前＞ 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 H11.03.09

アパホテル＜京都駅堀川通＞ 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 H17.03.28

アランヴェールホテル京都 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 H23.11.29

ヴィラコート烏丸七条
京都市下京区間之町通上珠数屋町下る打越町３１５，３１５
－２

株式会社ゲストハウスイン
代表取締役　中村　ひとみ

簡易宿所 H25.11.07

オレンジ・イン 京都市下京区西七条北衣田町８
内藤　亮

簡易宿所 H19.04.17

お宿にわ 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 S32.06.19

カオサン京都　ゲストハウス 京都市下京区寺町通仏光寺上ル中之町５６８番地
有限会社万両
代表取締役　小澤　弘視

簡易宿所 H22.10.27

かがりや 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 H23.07.25

からすま京都ホテル 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 S58.10.11

きんせ旅館 京都市下京区西新屋敷太夫町７９番地，８０番地
安達　浩二郎

簡易宿所 H23.03.14

ケイズハウス京都アネックス
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 H20.03.21

ゲストイン　ちた 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 H18.01.17
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旅館業施設一覧（平成28年2月29日現在）

施設名称 施設所在地 申請者氏名 旅館業の種別 許可日

ゲストイン京都 京都市下京区花屋町通櫛笥西入薬園町174-5
谷　敏行

旅館 S61.07.10

ゲストハウス　歌舞喜　西本願寺店 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 H23.11.07

ゲストハウス　京都 京都市下京区黒門通木津屋橋上る徹宝町４０１番地１１F
姜　京見

簡易宿所 H22.01.26

ゲストハウス　京都　コスタ　デル　ソル 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 H16.11.26

ゲストハウス　京都　コスタ　デル　ソル別館 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 H24.05.18

ゲストハウス　時遊人
京都市下京区東洞院通五条下る三丁目和泉町５２４番５４
７番３

時任　健二
簡易宿所 H22.09.21

ゲストハウスＹＡＨＡＴＡ 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 H19.08.02

ゲストハウス舞華 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 H27.04.06

ゲストハウス鈴　六条町家 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 H28.01.25

ゲストハウス錺屋 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 H21.03.30

コートホテル京都四条 京都市下京区西洞院通四条下る妙伝寺町698
コートホテル株式会社
代表取締役　谷垣　陽子

ホテル S63.03.31

さと茂旅館 京都市下京区木津屋橋通室町西入東塩小路町５７９番地３
株式会社　さと茂旅館
代表取締役　石田　有志

旅館 H03.11.07

サンタナゲストハウス京都 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 H27.04.17

シタディーン京都　烏丸五条 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　小作　エルシー

ホテル H22.02.19

シュミート西洞院
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　ひとみ

簡易宿所 H27.02.05

スーパーホテル京都・烏丸五条 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 H16.02.05

スマイルホテル京都四条 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 H26.05.13

ぜにや庵 京都市下京区的場通六条東入銭屋町２４７
株式会社なごみの輪
代表取締役　浅田　悠里

簡易宿所 H27.03.09

ダース 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 H27.04.16

だいや 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 S31.04.16

ダイワロイネットホテル京都四条烏丸 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 H24.04.16

たき川旅館　別館 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 S50.09.09

タベルトマル 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 H27.05.19

33



旅館業施設一覧（平成28年2月29日現在）
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タロカフェ 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 H17.08.01

たん熊　本家 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 S29.05.04

ちどり旅館 京都市下京区堀川花屋町上る元日町 15
畑　幸子

旅館 H07.07.06

ドーミーインＰＲＥＭＩＵＭ京都駅前 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　佐藤　充孝

ホテル H22.03.31

とまと（大将軍粟島ハイツ） 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 H20.07.31

とみ家 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 H01.04.28

ナインアワーズ京都 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 H25.11.07

なごみ宿　都和 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 H17.04.25

ニュー銀閣イン 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　清史

簡易宿所 H01.03.31

パークサイド梅小路 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　ひとみ

簡易宿所 H27.07.03

ハイランド島原
京都市下京区大宮通丹波口下る西側大宮一丁目５６８，５
６９

株式会社ゲストハウスイン
代表取締役　中村　ひとみ

簡易宿所 H23.12.21

バックパッカーズ　ホステルケイズ　ハウス
京都

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 H15.10.28

パンとサーカス 京都市下京区御幸町通五条上る安土町６１６番地
榎本　大輔

簡易宿所 H23.11.09

ビジネスホテル　秀仙閣 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 S63.06.13

ひとこえ　高瀬庵 京都市下京区河原町通松原上る清水町４５４番地２５
株式会社　ピッコロカーサ
代表取締役　田中　克典

簡易宿所 H28.01.19

ひふみ旅館 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 S51.06.16

ファーストキャビン京都烏丸 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 H22.03.15

ふじたや 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 H26.07.29

ふじわら 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 S39.07.31

ベッセルホテルカンパーナ京都五条 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 H27.08.25

ペンションステーション京都 京都市下京区新町通七条上ル辰巳町759番地
松居　豊実

簡易宿所 H17.07.05

ホテル　カンラ　京都 京都市下京区烏丸六条下ル北町１８５
ＵＤＳ株式会社
代表取締役　中川　敬文

ホテル H22.10.05

ホテル　サン・クレイン 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 H06.10.03
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ホテル　サン・マルタン 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 H08.11.21

ホテル・京都・ベース
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 H24.09.20

ホテルエクセレンス・京都駅前 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 H26.11.27

ホテルグランヴィア京都 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 H09.08.29

ホテルグランバッハ京都 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 H26.04.11

ホテルサンルート京都 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 S61.06.12

ホテルステーション京都 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 H18.08.24

ホテルステーション京都・西館 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 H16.03.12

ホテルマイステイズ京都四条 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 H20.02.18

ホテルユニゾ京都四条烏丸 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 H26.09.19

ホテルリブ・マックス京都駅前 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 H23.05.09

ホテルリブマックス京都五条 京都市下京区猪熊通五条西入柿本町６９８－２，６９８－３
株式会社リブ・マックス
代表取締役　有山　憲

ホテル H26.02.14

ホテル近鉄京都駅 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 H23.09.09

ホテル日航プリンセス京都 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 H16.01.26

ホテル法華クラブ京都 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　哲夫

ホテル H12.12.15

やまと旅館 京都市下京区朱雀正会町15
小松　基純

旅館 S52.07.22

リーガロイヤルホテル京都 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

ホテル H27.03.27

リバーサイド高瀬 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 S60.04.27

レディースイン　京都 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 H08.08.16

ロマン館 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 H26.12.02

わかさや旅館 京都市下京区烏丸通花屋町下る高槻町351
百浦　絹子

旅館 S26.02.03

わじまや旅館 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 S54.08.21

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 H24.09.21
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葵　鴨川邸 京都市下京区木屋町通松原下る材木町４２９
株式会社葵
代表取締役　根岸　良子

簡易宿所 H24.04.23

葵　高瀬川
京都市下京区西木屋町通松原上る二丁目天満町４５６番
地１０

株式会社葵
代表取締役　根岸　良子

簡易宿所 H23.11.22

葵　新町 京都市下京区新町通高辻下る御影町４５４番地
株式会社葵
代表取締役　根岸　良子

簡易宿所 H24.04.23

葵　万寿寺橋 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
代表取締役　根岸　良子

簡易宿所 H24.01.24

葵HOTEL KYOTO 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
代表取締役　根岸　良子

簡易宿所 H27.02.05

安本旅館 京都市下京区油小路通北小路上る玉本町189
安本　守

旅館 S27.11.12

庵町家ステイ　さき材木町町家 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 H27.08.03

庵町家ステイ　石不動之町町家 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 H27.08.03

卯月 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 H27.11.02

花ノ戸 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 S24.07.15

花屋 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 S42.11.21

花屋旅館 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 S63.05.31

花籠 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 H27.08.12

華乃家　別邸 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 H27.12.15

我学庵 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 H23.02.25

株式会社　井筒安旅館 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 S34.07.04

株式会社　京都東急ホテル 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 H19.05.07

株式会社　鶴清 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 S26.11.29

株式会社　日本館 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 S34.02.18

鴨半 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 H27.11.04

貴楽庵 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 H25.06.17

魚岩旅館 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 H17.06.30

京の宿　しみず 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 H14.10.29
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京の宿　縁
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 H27.12.25

京の宿　北海館　お花坊 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 S33.12.19

京の宿　洛兆 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 S61.09.17

京家 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 S51.10.29

京宿家　永松　しこく庵 京都市下京区河原町通松原上る清水町２９３番７ 簡易宿所 H24.02.06

京宿家　開智あんず庵 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 H25.04.10

京宿家　開智かきしぶ庵 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 H27.11.13

京宿家　開智ももはな庵 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 H26.10.08

京宿家　尚徳ときわ庵 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 H23.09.05

京宿家　豊園　くれない庵 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 H22.11.01

京宿家　豊園　くれない庵 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 H22.03.01

京宿家　有隣しらたけ庵 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　八清
代表取締役　西村　孝平

簡易宿所 H27.07.31

京宿家格致しょうぶ庵 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 H23.11.07

京宿家格致すおう庵 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 H23.11.07

京小宿　華乃家 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 H26.08.08

京小宿　五条みやび 京都市下京区堺町通五条上る俵屋町２０８番地
株式会社　清彩
代表取締役　髙野　佳玲

簡易宿所 H27.10.01

京町屋ホテルかえで 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 H21.10.08

京町家お宿　花 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 H27.08.14

京町家のやど　別邸佛具屋町 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 H24.08.17

京町家の宿　794inn　清水五条 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 H28.02.24

京町家旅館　さくら
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 H21.02.23

京町家旅館さくら・うるし邸 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 H27.02.17

京都ゲストハウス　ひし田 京都市下京区河原町七条東入大宮町４６９番地の５号
ヒシダスポーツ観光株式会社
代表取締役　菱田　克己

簡易宿所 H23.02.15
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旅館業施設一覧（平成28年2月29日現在）

施設名称 施設所在地 申請者氏名 旅館業の種別 許可日

京都ゲストハウス　らんたん 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 H24.05.11

京都センチュリーホテル 京都市下京区東洞院通七条下る東塩小路町680
株式会社　京都センチュリーホテル
代表取締役　稲地　利彦

ホテル S56.03.12

京都セントラルイン 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 H24.07.30

京都タワーホテル 京都市下京区烏丸通七条下る東塩小路町721-1
京都タワー株式会社
代表取締役　小川　雅人

ホテル S39.09.05

京都タワーホテルアネックス 京都市下京区新町通七条下る東塩小路町595-1
京都タワー　株式会社
代表取締役　小川　雅人

ホテル S60.03.22

京都のおうちＡＢＣ 京都市下京区西七条東御前田町１７
安彦　好雄

簡易宿所 H22.07.26

京都リッチホテル 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 H10.11.27

京都糸屋ホテル
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 H25.01.28

京都新阪急ホテル 京都市下京区塩小路通新町東入ル東塩小路町５７９
株式会社　阪急阪神ホテルズ
代表取締役　藤本　和秀

ホテル S56.06.25

京都第二タワーホテル 京都市下京区東洞院七条下る東塩小路町570-1
京都タワー　株式会社
代表取締役　小川　雅人

ホテル S48.03.15

京湯元　ハトヤ瑞鳳閣 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 H26.05.01

京乃宿　はなしおり 京都市下京区市之町２６０－１９
塩根　良一

簡易宿所 H24.02.13

京舞イン
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 H06.08.08

金岩樓別館 京都市下京区木屋町通松原下る下材木町４４９
株式会社　金岩樓別館
代表取締役　井上　緑

旅館 S42.11.15

憩の家 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 H18.12.04

月屋 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 H26.07.18

古都庵 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 H26.07.02

胡乱座ゲストハウス 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 H17.06.30

御宿　つむぎ 京都市下京区中堂寺前田町２８番地１４
松井　清栄

簡易宿所 H22.11.01

御宿　東浅井詰所 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 H28.01.29

好成館 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 S61.07.17

高松屋 京都市下京区花屋町通東中筋西入学林町294
滝澤　弘

旅館 S27.02.08

三井ガーデンホテル京都四条 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 H09.09.25
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旅館業施設一覧（平成28年2月29日現在）

施設名称 施設所在地 申請者氏名 旅館業の種別 許可日

山光京都　かすみ庵 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 H23.10.25

山口屋 京都市下京区上之町4
山口　ヒナ子

簡易宿所 S51.05.25

山城家旅館 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 H18.04.24

山村旅館 京都市下京区木屋町通仏光寺上ル天王町150-1
山村　金三

旅館 H18.03.30

山田屋旅館 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　敬治

旅館 H25.04.09

四条堀川ＩＮＮ～５Ｄａｙｓ 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 H28.01.07

室・近吉
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 H25.09.30

十四春 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 H24.07.06

宿はる家　Ｂｏｏｋ 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 H26.02.27

宿はる家　Terrace 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 H27.04.08

宿はる家Ａｑｕａ 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 H24.10.10

宿はる家Ａｑｕａ２ 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 H24.10.10

宿や　平岩 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 H28.01.27

宿屋　枳殻荘
京都市下京区下枳殻馬場通河原町西入住吉町３５７番地
の１

吉村　正己
旅館 H10.10.01

淳風しらふじ庵 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 H23.04.12

小林芳三商店 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 H28.02.18

松亀旅館 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 H17.01.13

松葉家旅館
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 H25.03.13

新潟屋旅館 京都市下京区六条通室町東入東魚屋町224
福野　康雄

旅館 S24.06.30

西洞院五条　縁堂 京都市下京区西洞院通五条上る八幡町５２５番地１１
株式会社　うめと商事

簡易宿所 H27.12.09

西木屋町仏光寺上る 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 H21.11.10

静家 京都市下京区七条通河原町東入材木町460
松井　秀雄

簡易宿所 S29.07.16

雪月花旅館
京都市下京区木屋町通松原上る二丁目和泉屋町１６２番
地

京都嵐山観光株式会社
代表取締役　霍田　眞由美

旅館 H20.02.07
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旅館業施設一覧（平成28年2月29日現在）

施設名称 施設所在地 申請者氏名 旅館業の種別 許可日

千鳥 京都市下京区上枳殼馬場通河原町西入八軒町４５９－１０
田中　長一

簡易宿所 H10.03.30

川嶋旅館 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 S18.10.21

前新屋 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 H26.09.29

素庵　高瀬川 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 H26.12.02

荘庵 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 H10.11.27

太鼓屋 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 H27.04.01

大加賀会館　平安坊 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 S63.07.22

中島家 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 S51.04.01

田村 京都市下京区上之町1-14
田村　隆

簡易宿所 S43.09.25

田鶴 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 S44.08.30

砺波詰所 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 S39.09.11

東横イン京都五条烏丸 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 H13.03.30

東横イン京都五条大宮
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 H22.08.30

東横イン京都四条烏丸 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 H14.05.10

東松屋町イースト 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 H27.10.15

東松屋町ウエスト 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 H27.10.15

東本願寺門前　京のお宿　華な乃 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 H27.12.02

湯の宿　松栄 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 H13.05.30

藤家旅館 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 S59.06.19

八重家　だいく町 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 H27.12.04

八重家　といち町 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 H27.03.20

飛騨詰所 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 S49.06.25

尾張屋旅館 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 H26.11.13

40



旅館業施設一覧（平成28年2月29日現在）

施設名称 施設所在地 申請者氏名 旅館業の種別 許可日

富山県詰所 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 S33.06.21

福家旅館 京都市下京区上之町１－５
信田　俊一

簡易宿所 H20.10.09

聞法会館 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 H09.07.24

平安 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 S62.01.14

平安荘 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 S63.12.12

別邸　佛光寺東 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 H23.02.14

豊栄 京都市下京区西新屋敷上之町124
豊永　昌子

旅館 S46.12.24

本願寺ＨＯＵＳＥ 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 H28.02.26

麻呂家　中堂寺 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 H28.01.12

末廣家 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 H08.08.26

優結庵 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 H28.02.10

悠 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 H21.04.08

有限会社　たき川旅館　本館 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 S34.03.19

有限会社　栄家 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 S34.02.10

有限会社　岡たみ旅館 京都市下京区木屋町通松原上る二丁目和泉屋町166
有限会社　岡たみ旅館
代表取締役　鳥井　幹子

旅館 S35.11.30

有限会社　観光旅館　近江屋 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 S61.05.27

有限会社　旅館　平岩 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 H03.01.21

有限会社伊香詰所 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　二宮　護

簡易宿所 H18.06.28

里 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 H21.04.21

旅館　さんき 京都市下京区西新屋敷下之町２９
有川　喜子

旅館 H14.05.16

旅館　ひのもと 京都市下京区河原町松原上る幸竹町375
樋之本　泰子

旅館 H01.10.09

旅館　ホテル佐野家 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 S42.06.03

旅館　ホテル飯田 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 S62.03.24
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旅館　ホワイトハウス 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 S54.08.22

旅館　ゆはら 京都市下京区木屋町通正面上る鍵屋町１８８
湯原　都

旅館 H21.11.10

旅館　京らく 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 H19.03.08

旅館　京花 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 S56.08.13

旅館　京都ホワイトホテル 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 S52.01.05

旅館　銀閣 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　清史

旅館 S49.09.05

旅館　四条ホテル 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 S60.02.08

旅館　若みや 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 H11.09.29

旅館　西喜楼 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 S61.08.04

旅館あづまや 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
取締役　坪井　和子

旅館 H19.04.24

緑風荘
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 H01.10.26

蓮容庵 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 H28.02.26

和泉屋旅館 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 H08.10.01

和洛ハウス 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 H27.02.17

栞庵 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 H25.11.20

栞宿 京都市下京区高倉通花屋町下る若松町４３３番１
株式会社不動
代表取締役　金村　義夫

簡易宿所 H27.01.06

樸宿 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 H27.04.24

藏や　大宮島原
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 H27.10.05

ｃａｓｔｉｎｇ　ｆａｃｔｏｒｙ　Ｙ 京都市南区東九条南松ノ木町１４番地５
山上　寛

簡易宿所 H27.06.17

ＨＯＴＥＬ　ＡＮＴＥＲＯＯＭ　ＫＹＯＴＯ 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 H23.04.11

Ｋｕｊｏ　Ｓｔａｙｓ　竹 京都市南区東九条中殿田町８番地
嶋本　哲雄

簡易宿所 H27.10.20

Ｋｕｊｏ　Ｓｔａｙｓ　梅 京都市南区東九条中殿田町８番地
嶋本　哲雄

簡易宿所 H27.10.20

ＫＹＯＳＴＡＹいろは　もみじ邸 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 H28.02.29
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ＫＹＯＴＯ－ＨＯＵＳＥ 京都市南区西九条東柳ノ内町５４－２２－２Ｆ
金　美貞

簡易宿所 H22.12.08

ｎａｏ炬乃座　別邸　京都駅 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 H25.11.20

Ｒ＆Ｂホテル京都駅八条口 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 H13.03.28

Ｒａｃｅｌｌ　Ｈｏｔｅｌ 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 H23.12.22

SAKURA TERRACE THE GALLERY 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 H27.03.09

SAKURA TERRACE THE GALLERY 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 H27.03.09

ＳＨＩＢＡＩＮＮ　ＧＵＥＳＴＨＯＵＳＥ（柴苑） 京都市南区東九条北松ノ木町３９番地２７
史　奉喜

簡易宿所 H27.09.14

ＴＨＥ　ＬＯＷＥＲ　ＥＡＳＴ　ＮＩＮＥ　ＨＯＳＴＥＬ 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 H27.10.09

アクアプリータ　１０１号 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 H27.10.02

アルモントホテル京都 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　哲夫

ホテル H24.12.25

イビススタイルズ京都ステーション 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 H25.10.31

えびす旅館 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 H27.03.19

エルイン京都 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 H16.09.30

グリーンリッチホテル京都駅南 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 H26.04.04

ゲストハウス　下町九条 京都市南区東九条中札辻町３３番地
宮﨑　英寿

簡易宿所 H25.11.12

ゲストハウス京都駅前 京都市南区東九条東岩本町１８番地６
尹　熙淑

簡易宿所 H27.12.22

ゲストハウス古都や　京都駅 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 H27.02.09

サクラテラス 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 H25.10.21

ジェイホッパーズ 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 H14.11.18

スパークリング　ドルフィンズイン　キョウト 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 H20.07.31

ダイワロイネットホテル京都八条口 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 H22.10.25

ピースホステル京都 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 H25.03.28

ペンション恋都 京都市南区久世川原町132
井村　哲児

簡易宿所 S58.09.22
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ホテル　エクセレンス・京都駅八条口 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 H25.10.09

ホテルセントノーム京都 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 H07.03.08

ホテル京阪京都 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 S59.02.29

らく家　京都駅南 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 H27.12.09

懐古的未来 京都市南区東九条中札辻町33番地3
松村　友徳

簡易宿所 H27.06.01

京お宿　こことまろ 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 H27.06.25

京縁館 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 H26.07.18

京御宿　杏 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 H28.02.09

京都イン楠 京都市南区東九条西山王町10-2
有限会社　京信ハウス
取締役　三浦　園江

旅館 H01.09.11

京都プラザホテル 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 H08.04.11

京都プラザホテル　新館 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 H25.03.15

京都ホステル　ＲＹＯ－ＫＡＮ 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 H27.03.27

京都駅　茜家 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 H28.02.15

京都第一ホテル 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 H03.10.04

京乃怡 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 H27.06.10

御旅庵 京都市南区西九条横町27番地
福原　洋子

簡易宿所 H28.01.13

山本 京都市南区吉祥院定成町１８番地５
山本　光雄

簡易宿所 H27.12.08

新・都ホテル 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 H17.03.31

大西 京都市南区東九条中札辻町２７番地３
大西　智道

簡易宿所 H28.02.26

東寺・洛南会館 京都市南区九条町1
宗教法人　教王護国寺
代表役員　森　泰長

旅館 H01.03.27

東寺庵 京都市南区西九条南田町４４
蜷川　澄村

簡易宿所 H19.12.18

東寺町家 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 H27.10.15

編暇９ 京都市南区東九条南松ノ木町40-12
李　倫貞

簡易宿所 H26.09.25
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流雲荘 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 H28.02.12

旅館　晴輝 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 H18.04.11

ＥＸＣＥＬＬＥＮＴ　西院 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 H20.06.16

Ｋ－ｙａｒｄ 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 H23.04.11

Ｒ＆Ｓホテル京都御室 京都市右京区御室竪町２３－１，２４－１
リソルホテル株式会社
代表取締役　今泉　芳親

旅館 H20.04.25

あしたも 京都市右京区嵯峨野宮ノ元町４９－１９
上野　隆

簡易宿所 H23.12.05

あたご山荘 京都市右京区嵯峨樒原若宮下町31
川合　洋一

簡易宿所 S55.08.25

オムロン健康保険組合　嵯峨保養所 京都市右京区嵯峨北堀町32
オムロン健康保険組合
理事長　越膳　泉

旅館 S46.11.10

オリックス京都嵐山荘 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 H26.03.10

お食事処　やまざき旅館 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 H14.12.09

グローバルケア蚕ノ社 京都市右京区太秦森ケ東町８番地
小田垣　侃

簡易宿所 H28.02.09

ゲストハウス　ぼら 京都市右京区太秦堀ケ内町27-15
大西　晴人

簡易宿所 H18.01.17

さがの清滝荘 京都市右京区嵯峨清滝町20
株式会社　与太呂新社
代表取締役　梅野　敬子

旅館 H02.01.10

サン・フェニ西院 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 H16.12.17

サンメンバーズ　京都嵯峨 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　伊藤　勝康

ホテル S55.12.25

すし米 京都市右京区京北周山町中ヶ市15-2
黒川　肇

旅館 S59.04.25

ハッツンハットホステル 京都市右京区常盤草木町９－８
髙畑　真二

簡易宿所 H26.11.13

ペンション愛宕道 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 S60.10.12

ペンション宇多野 京都市右京区鳴滝本町110-5
杉村　一馬

簡易宿所 H01.03.02

ペンション上桂 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 S62.08.01

ペンション嵐山・嵯峨野 京都市右京区嵯峨野宮ノ元町67.67-1.69
浅田　峰子

簡易宿所 S57.07.07

ホテルビナリオ嵯峨嵐山　コミュニティ嵯峨
野

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 H25.07.18

ホテル嵯峨野 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 H08.08.16
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旅館業施設一覧（平成28年2月29日現在）

施設名称 施設所在地 申請者氏名 旅館業の種別 許可日

ますや 京都市右京区嵯峨清滝町4
森田　雅雄

旅館 S63.09.27

もみぢ家 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 S45.04.10

もみぢ家　別館 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 S51.10.29

ラ・ロゼリーナ 京都市右京区京北宮町上田野３の１
髙木　まち子

簡易宿所 H03.10.25

リノ　ホテル　京都Ｒｈｉｎｏ　Ｈｏｔｅｌ　Ｋｙｏｔｏ 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 H18.11.13

花園会館 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 H08.02.16

簡易宿所　ジャパンペンションマインドゲー
ム

京都市右京区嵯峨天龍寺車道町48-5
木下　肇

簡易宿所 S62.12.24

簡易宿所　園 京都市右京区常盤草木町9-6
西田　彰

簡易宿所 S52.05.23

簡易宿所　鹿王院 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 S55.03.31

観光旅館　嵯峨グレースホテル 京都市右京区嵯峨新宮町6番地1
潟渕　博

旅館 S61.03.03

菊香荘 京都市右京区太秦西蜂岡町9
加藤　繁治

旅館 S56.07.17

京蔵庵 京都市右京区西院西三蔵町２１番地４
近藤　喜之

簡易宿所 H27.12.10

京都・嵐山　ご清遊の宿　らんざん 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 H26.05.13

京都マイペンション 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 S57.12.27

京都市宇多野ユースホステル 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 H20.06.27

京都市野外活動施設京北山国の家 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 S55.07.07

京都太秦ホテル 京都市右京区太秦一ノ井町６番地
株式会社　リヴェール
代表取締役　吉田　善美

旅館 H13.06.05

京都府立ゼミナールハウス 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
理事長　吉田　均

簡易宿所 S55.05.23

京北町宇津峡公園
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 H09.03.31

芹の里 京都市右京区京北芹生町芹生22番地
前田　清子

簡易宿所 H16.01.09

御室会館 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 S54.03.12

公立学校共済組合　嵐山保養所花のいえ 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　玉井　日出夫

旅館 S48.09.20

嵯峨　一休 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 S51.10.30
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施設名称 施設所在地 申請者氏名 旅館業の種別 許可日

嵯峨菊 京都市右京区嵯峨釈迦堂門前南中院町19番及び21番2
佐々木　ふみゑ

簡易宿所 H13.05.25

嵯峨野苑 京都市右京区北嵯峨北ノ段町82
山岸　美好

簡易宿所 S56.07.13

樹徳 京都市右京区京北大野町横枕35
社団法人　樹徳学寮協会

簡易宿所 S63.05.02

宿坊　宝筐院 京都市右京区嵯峨釈迦堂門前南中院町9
宗教法人　宝筐院
代表役員　吹田　和光

簡易宿所 S52.08.11

出版健康保険組合　京都保養所「すみのく
ら」

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　朝倉　邦造

旅館 S53.10.31

春光院宿坊　哲龍窟 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 H24.11.19

小塩民宿 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 S55.01.30

松山閣 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 S42.12.04

笑福亭 京都市右京区京北比賀江町院谷23-2
内ヶ島　正和

旅館 S53.01.28

城山 京都市右京区京北周山町西丁田29番地の1
有限会社　よろづや
代表取締役　大田　吉雄

簡易宿所 S59.12.28

神部　牛若丸の宿 京都市右京区花園艮北町２１
神部　清子

簡易宿所 H17.06.14

翠嵐ラグジュアリーコレクションホテル京都 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 H27.03.09

大覚寺道 京都市右京区嵯峨大覚寺門前宮ノ下町２２－４
森本　政子

簡易宿所 H10.06.15

谷口旅館 京都市右京区嵯峨柳田町45
鷲足　ハルエ

簡易宿所 S61.05.14

東林院 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 S52.06.03

徳平庵 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 H27.07.03

梅次郎 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 S51.10.26

富貴　若竹 京都市右京区太秦堀ケ内町33
福谷　喜代子

簡易宿所 S57.03.12

民宿　わらびの里 京都市右京区北嵯峨六代芝町24-1
長浜　宇三郎

簡易宿所 S50.07.12

民宿　井上 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 S50.03.06

民宿　奥嵯峨 京都市右京区嵯峨大覚寺門前六道町37-2
上田　勇士

簡易宿所 S51.06.30

民宿　岩佐 京都市右京区嵯峨二尊院門前北中院町11
岩佐　すみ子

簡易宿所 S59.09.12

民宿　汽車ポッポ 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 H08.02.16
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民宿　嵯峨野 京都市右京区嵯峨釈迦堂門前南中院町１８
河瀬　みさ

簡易宿所 H14.08.23

民宿　滝野 京都市右京区嵯峨二尊院門前北中院町20-1
滝野　道子

簡易宿所 S50.06.07

民宿　野菊 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 H03.11.13

民宿　嵐山 京都市右京区嵯峨北堀町38
小寺　忠

簡易宿所 S45.10.19

有限会社　高雄錦水亭 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 H10.06.05

遊月 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 H27.08.03

嵐山　辨慶 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 S60.10.03

旅館　ホテル　クラウン 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 S61.02.21

旅館　高雄観光ホテル 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 S53.11.29

旅館　太陽 京都市右京区太秦西蜂岡町8
株式会社　太陽
代表取締役　鈴木　善勝

旅館 H03.10.04

旅宿　あたごや 京都市右京区嵯峨天龍寺車道町４－２７
和田　健二

簡易宿所 H23.11.07

旅亭　嵐月 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 H17.11.09

ＨＯＴＥＬ　Ｌｉｂｅｒａ 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 H12.05.01

ゲストハウス　嵐 京都市西京区嵐山中尾下町４８番地
後藤　美善

簡易宿所 H28.02.19

スウィーツホテル　プリマヴェーラ 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 H19.06.12

ビジネスホテル嵐山 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 H27.10.30

ベネフィット・ステーション嵐山倶楽部 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 H17.03.08

ホテル　アルシュ 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 H01.12.22

ホテル　クーナ 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　正宗

ホテル H17.10.31

ホテル　ラ・シエスタ 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 H05.05.19

ホテル　洛西 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 H21.01.26

リゾートインセルバ　ＲＥＳＯＲＴ ＩＮＮ ｓｅｌｖａ 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 H06.03.14

俺のホテル 京都市西京区大枝沓掛町２２番地の３
有限会社　桂坂観光開発
取締役　達川　和彦

ホテル H04.06.11
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京都エミナース 京都市西京区大原野東境谷町二丁目４番地
株式会社エムアンドエムサービス
代表取締役　小池　悟

ホテル H27.03.31

京都はまゆう 京都市西京区上桂大野町26
有限会社　はまゆう
代表取締役　彌永　テイ

旅館 S54.12.26

京都嵐山温泉「花伝抄」 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　佐藤　充孝

ホテル H23.09.05

京嵐山亭 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 S45.05.08

結庵 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 H23.03.29

三井物産　嵐山寮 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 S52.09.07

星のや京都 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　星野　佳路

ホテル H21.11.13

大山　Ｇｕｅｓｔ　Ｈｏｕｓｅ　Ｋｙｏｔｏ 京都市西京区上桂宮ノ後町３１－７
大山　外成

簡易宿所 H24.01.17

朝日新聞健康保険組合　嵐山保養所 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　小倉　一彦

旅館 S60.10.14

渡月亭　秀山閣 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 S52.12.28

渡月亭　碧川閣 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 S60.11.11

民宿　らん 京都市西京区嵐山中尾下町20-19
岡本　照子

簡易宿所 S58.05.11

癒しすぺーすＭＡＮＡ 京都市西京区嵐山中尾下町２４番地６
玉井　恵

簡易宿所 H22.11.22

嵐峡館　別館 京都市西京区嵐山中尾下町60
株式会社　嵐山温泉　嵐峡館
代表取締役　星野　佳路

旅館 S43.04.30

嵐山温泉彩四季の宿花筏 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 S45.03.04

嵐楼閣 京都市西京区嵐山中尾下町５４番地２
株式会社リヴ
代表取締役　波多野　賢

旅館 H27.12.16

旅館　ホテルアップルⅠ 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 S60.02.08

ＡＬＦＡ 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 H22.09.08

ｇｒａｃｅ 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 S61.02.14

HOTEL　GRASSINO　URBAN　RESORT 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 H25.02.28

ｋａｒａ　ｈａｎａ 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 S60.02.08

Ｌａｐａ　ＪＵＲＩＡ 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 S60.02.08

ＭＨ　ＨＯＵＳＥＳ　玉華苑 京都市伏見区肥後町３７５番地１３
周　翰陽

簡易宿所 H27.09.18
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旅館業施設一覧（平成28年2月29日現在）

施設名称 施設所在地 申請者氏名 旅館業の種別 許可日

アーバン　イン　伏見 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 H11.04.16

アーバンホテル京都 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 H06.03.04

ヴァン・ヴェール　アネックス 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 H25.08.13

エルミタージュ 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 S59.12.04

くれたけ庵 京都市伏見区南新地4-21
安達　委夫

簡易宿所 H19.04.20

ちとせ 京都市伏見区南新地58
仙元　千鶴子

旅館 S53.01.12

デザートヒルズ 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 H22.12.14

パルセスイン京都 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 H03.02.02

ビジネス旅館　阿蘇 京都市伏見区西大手町３０７－１１４
吉川　孝子

旅館 H14.02.01

ブティックホテルもしもしピエロ 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 H13.02.08

ブリオ 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 S58.11.17

ブリオ（新館） 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 H19.09.05

ホテル　ｉｆ　リバティ 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　大福地　元仁

ホテル H22.12.27

ホテル MYTH-Rinata 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　弘之

ホテル H16.02.20

ホテル　Ｗスタイル 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 H21.03.24

ホテル　ヴァン・ヴェールＡＮＮＥＸ 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 H14.05.02

ホテル　グランドファイン 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 H11.01.08

ホテル　サラ・デル・レイ 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 H20.08.01

ホテル　ジュ・ルヴィアン 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 H28.01.22

ホテル　ジュ・ルヴィアン 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 H18.12.05

ホテル　ティアラ 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 H22.03.24

ホテル　ロータス 京都市伏見区竹田東小屋ノ内町61番地
株式会社　Ｂｅｓｔ　Ｄｅｌｉｇｈｔ
代表取締役　桝村　健右

ホテル H22.12.10

ホテル　ロータスモダン 京都市伏見区竹田西小屋ノ内町１８番
株式会社　Ｂｅｓｔ　Ｄｅｌｉｇｈｔ
代表取締役　桝村　健右

ホテル H26.12.25
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旅館業施設一覧（平成28年2月29日現在）

施設名称 施設所在地 申請者氏名 旅館業の種別 許可日

ホテルインザグリーン 京都市伏見区竹田西小屋ノ内町１番地
株式会社　ケイエスジャパン
代表取締役　金沢　伸吉

簡易宿所 H27.08.04

ホテルインフォメーション２４ 京都市伏見区竹田小屋ノ内町６－３４
関東　史雄

ホテル H04.07.17

ホテルクリスタルゲート京都西館 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 H26.08.01

ホテルクリスタルゲート京都東館 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 H26.08.01

ホテルとなりのクル 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　上出　圭一

旅館 S56.07.17

ホテルハグハグ 京都市伏見区竹田西小屋ノ内町３８，３９４０，４１，４１－１
エース興産　株式会社
代表取締役　岩山　洸市

旅館 S54.11.08

ホテルファインガーデン京都南店 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 H14.12.19

ミント　ＰＲＥＭＩＵＭ 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 S60.12.06

モーテル　シャロン 京都市伏見区竹田田中殿町９１
都広興業　株式会社
代表取締役　森田　桂子

旅館 S45.03.12

ゆめや 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 S45.11.18

ラ　カフェ京都 京都市伏見区下鳥羽広長町２０７
株式会社　ボイ
代表取締役　木寺　一郎

簡易宿所 H22.05.20

観月荘 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 H27.05.19

京セラ伏見敬愛館 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 H12.09.07

京町家　ＩＮＡＲＩ 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 H27.05.22

京都　和蔵 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 H18.10.11

近畿荘 京都市伏見区南新地4-46
神村　豊

簡易宿所 H02.04.17

三玉亭 京都市伏見区稲荷山官有地三ツ辻
一色　よしゑ

旅館 S42.06.16

寺田屋 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 H16.04.16

修証殿 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 S51.02.26

星の砂 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 H12.02.21

清和荘 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 S34.02.10

田中亭旅館 京都市伏見区深草稲荷中之町 45
中野　好

旅館 H07.09.20

電源開発　深草荘 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　北村　雅良

旅館 S59.03.29
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旅館業施設一覧（平成28年2月29日現在）

施設名称 施設所在地 申請者氏名 旅館業の種別 許可日

桃山いろは旅館 京都市伏見区桃山町鍋島6
岡本　隆志

旅館 S58.10.03

桃山温泉　月見館 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 S30.12.13

伏見稲荷大社　参集殿 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 S38.11.04

薬力亭 京都市伏見区稲荷山官有地
木村　ツギ江

簡易宿所 S32.12.26

有限会社　京都喜久屋 京都市伏見区深草願成町7
有限会社　京都喜久屋
取締役　小山　修司

旅館 S25.06.05

淀サンシャイン　ホテル 京都市伏見区淀池上町147番地24
福田　千恵子

簡易宿所 H07.07.14

旅館　からたち 京都市伏見区深草一ノ坪町20-6
奥邨　靖子

旅館 S49.08.06

旅館　ホテル　Ｄｉｏｎ 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 S45.08.07

旅館　ホテルシャルマン 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 S59.08.15

旅館　寿々喜荘 京都市伏見区成町８１３－１
鈴木　貞敏

旅館 H04.10.19

旅館　第１シャルマン
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 S56.12.25

旅館　第２シャルマン 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 S56.12.25

林亭 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 S42.11.02

枩邑　Ｎ 京都市伏見区京町北８丁目８２番地１
松村　敏明

簡易宿所 H22.02.19
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