
075-707-0801

075-585-5570

075-703-7667

075-712-8722

075-707-0762

075-722-7744

075-722-7744

075-707-0713

075-707-0755

075-703-1210

075-712-0821

075-744-1010

080-7567-3287

ユニクロ

ジーユー

Eyelash Salon Blanc

エニィスィス/フェルゥ

ファニ

スマートクール

プリクラブ

エービーシー・マート

ビッグアイ

Zoff

ハニーズ

アメリカンホリック

conoka

［メンズ・レディース・キッズ］

［メンズ・レディース・キッズ］

［レディース・雑貨］

［アミューズメント］

［シューズ］

［まつげエクステ］

［レディース］

［iPhone/iPad 修理］

［メガネ］

［レディース］

［レディース］

［生花・鉢・雑貨］

［美容室］

075-712-1400

075-703-7372

スターバックス コーヒー

グリーンパークストピック
［レディース］

［スペシャルティコーヒー］

075-708-6622

075-707-0725

075-701-8885

075-708-2636

075-703-1501

075-746-7773

075-744-1199

075-701-5281

075-746-7706

075-707-0737

075-791-6210

075-723-3666

075-722-5550

グラスルーツ

コムサイズム

マルシェドブルーエプリュス

帽子屋 Flava

THE CLOCK HOUSE

3COINS+plus

tutu anna

パリミキ

パラスパレス

グランサックス

LOFT

コンズサイクル

星乃珈琲店

［メンズ・レディース・キッズ］

［300 円ショップ］

［メンズ・レディース］

［靴下・インナー・ウェア］

［帽子］

［レディース・雑貨］

［メガネ・補聴器］

［バッグ・雑貨］

［生活雑貨］

［自転車販売・修理］

［レディース・雑貨］

［喫茶店］

［時計専門店］

075-706-5882
THE SHOP TK
［メンズ・レディース・キッズ］

2022.3.7 現在

A

B

インフォメーション トイレ 多目的トイレ 喫煙室 エレベーター エスカレーター 公衆電話
ATM
京都銀行・京都信用金庫
京都中央信用金庫・セブン銀行

AED授乳室
ベビールーム

litta
チャージ機

パーティー
ルーム

コミュニティー
ルーム

075-706-6130
0120-175-753

075-702-3170

075-707-0770

075-707-0808

075-706-8648

075-585-5230

075-722-1145

075-721-4040

スタジオアリス

アカチャンホンポ

HMV

島村楽器

マツヤマ

ソフトバンク・ワイモバイル

隅田眼科医院

ひごペットフレンドリー

［子供写真スタジオ］

［ペットショップ］

［宝石・時計・アクセサリー］

［マタニティー・ベビー・キッズ］

［CD・DVD］

［楽器・音楽教室］

［携帯・ネット回線取次］

［眼科］

075-706-5420

075-705-3388

0120-815-896

075-702-3155

075-744-0382

070-3100-6104

ほけんの窓口

AOKI

ベネッセの英語教室 BE studio

NATURA

スリーピー

モーリーファンタジー

［保険］

［英語教室］

［アミューズメント］

［メンズ・レディース］

［300 円ショップ］

［シューズ］

070-3100-6104
TOYS SPOT PALO
［カプセルトイ専門店］

075-746-7771
ボンジュBallerina
［ダンス教室］

075-712-5611
アバンティブックセンター
［書籍・文具］

075-746-7616

075-707-7771

075-708-6119

075-723-2929

075-746-3887

075-722-2611

075-707-0746

075-721-8031

075-741-8998

075-746-7705

コンタクトのアイシティ

ビオティックハウス

築地 銀だこ

ステーキ食堂 正義

越後秘蔵麺 無尽蔵

丸亀製麺

マクドナルド

サーティワンアイスクリーム

らんちょす キッチン

韓国料理 bibim'

［コンタクトレンズ］

［リラクゼーション］

［たこ焼］

［ステーキ］

［ラーメン］

［讃岐うどん］

［韓国料理］

［洋食］

［アイスクリーム］

［ハンバーガー］

075-754-8200

075-707-0727

0120-415-255

カトージ

オリンピア

小学館の幼児教室 ドラキッズ

［ベビー用品］

［幼児教室］

［雑貨・文具］

075-744-6642
CASA COLOR
［カラー専門美容室］

クラフトハート トーカイ
［手芸］

075-744-6605

075-708-7491

UQ スポット
［携帯・ネット回線取次］

デイリーカナートイズミヤ
075-706-1238

075-708-6812

075-744-0617

ココカラファイン+イズミヤ

ダイソー

［スーパーマーケット］

［ドラッグストア］

［100 円ショップ］

075-703-1155
ナイスネイル
［ネイルサロン］

075-711-1117

075-712-8857

075-707-0811

075-707-0738

0120-585-919

075-722-8130

精肉：075-701-4129
弁当・惣菜：075-703-4129

075-703-1821

070-1730-0113

075-354-5105

リペア TOPY

アフラック よくわかる !ほけん案内

ワンズテラス

QBハウス

ミスタードーナツ

京のお肉処 弘

鳥ぷろ

レインボーハット

ベーグルアンドベーグルシティ

パステルデザート

［靴修理・合鍵・印鑑・電池交換］

［ヘアカット］

［ドーナツ］

［生活雑貨］

［保険］

［精肉・弁当・惣菜販売］

［焼鳥・鶏惣菜販売］

［クレープ・タピオカ］

［洋菓子］

［ベーグル・マフィン］

075-712-7707
リフォームブティック
［洋服・バッグのお直し］

075-703-0776
ドンクエディテ ミニワン 
［ベーカリー］

075-705-0150

075-707-0731

075-707-0744

075-585-5123

075-723-2247

075-724-3539

075-708-6322

075-711-1155

075-703-9110

075-791-9660

075-707-0750

HELP

やまや

Lbc with Life

眠りの専門店 マイまくら

カルディ コーヒーファーム

musi-vege＋café

廻転寿司 CHOJIRO

茶房ひまわり

ポポラマーマ

ジュエルカフェ

JTB

［和食］

［総合買取］

［旅行手配・切符・ギフト券販売］

［和食・カフェ］

［廻転寿司］

［酒・輸入食品］

［レディース・服飾雑貨・生活雑貨］

［寝具・生活雑貨］

［食品・生活雑貨］

［コーヒー豆・輸入食品］

［生パスタ］

075-746-4410
楽天モバイル
［携帯・ネット回線取次］

075-701-2101

075-705-0011

ニトリ デコホーム

エディオン
［インテリア・雑貨］

［家電・携帯・おもちゃ］

証明写真機


