
○沖縄料理店
京都市

店名 住所 電話番号 営業時間 定休日 最寄駅・バス停

あーぐうる 京都市中京区六角烏丸西入ル骨屋町154-6 050-5589-8471

〔ランチ月～金〕
平日のみ

11:30～14:00
〔ディナー〕

17:30～23:30
〔ディナー金、土〕

17:30～24:00

無休(元旦は休み）
阪急烏丸駅より徒歩5分

地下鉄四条駅より徒歩5分
地下鉄烏丸御池駅より徒歩5分

赤ひげ 木屋町店 京都市中京区四条上ル紙屋町674 075-223-0610

火～木
18:00～2:00

金
18:00～3:00
土、祝前日
17:00～3:00

日
17:00～1:00

不定休
阪急河原町より徒歩3分

京阪祇園四条より徒歩5分

中川酒店（木屋町店） 京都市中京区木屋町御池南入ル一筋目西入ル南側 ラディーチェ・マツヤビル2F 075-241-2258 18:00～02:00 不定休
京阪本線三条駅

 京都市営地下鉄市役所前駅

海と空 でいごの花食堂 円町店 京都市中京区西ノ京円町3 1F 075-461-2855 17:00～24:00 無休 JR円町駅または西ノ京円町バス停から徒歩

海と空 ハイビスカス食堂 木屋町店 京都市中京区高瀬川四条上ル紙屋町674-8 075-221-3563 17:30～翌1:00 不定休
阪急河原町駅，京阪祇園四条駅，

四条河原町バス停から徒歩

味峯 四条壬生店 京都市中京区四条通坊城西入ル南側壬生梛ノ宮町11-31 050-5890-2318 17：30～翌3:00 水曜日 京福電鉄嵐山本線 四条大宮駅 徒歩5分

 ナンクル食堂 京都市中京区木屋町通三条上る上大阪町521 京都エンパイヤビル 1F 050-5596-2772

[火～金]
17:30～23:00
[土・日・祝]

17:00～23:00

月曜日（定休）、第3日曜（不定休） 京阪電車三条駅より徒歩3分

鉄板焼物　やちむん 京都市中京区西ノ京南聖町5 075-821-3603 17:30～24:00 火曜日 地下鉄/JR 二条駅 徒歩5分

沖縄リゾートダイニング PEPPER 京都市中京区西木屋町四条上る紙屋町364 マツヤビル３Ｆ 050-5872-3280 18：00～翌3：00 不定休
阪急河原町駅から徒歩3分/京阪祇四条駅から徒歩5

分　　　　　　　/三条京阪から徒歩10分

琉球酒場 がじゃ丸 京都市中京区恵比須町446 075-213-3398
18:00～翌3:00
金・土・祝前

18:00～翌04:00
火曜日 京阪三条駅

琉楽～沖縄ダイニング～ 京都市中京区新京極四条上ル中之町574 裏寺三木半ビル 2F 075-241-1755 18:00～24:00 月曜日 阪急四条河原町より徒歩２分

やちむん 京都市中京区西ノ京南聖町5 075-821-3603

月,水～土
11:30～14:00
17:30～24:00

日
11:30～15:00
17:30～24:00

火曜日 二条駅東口から徒歩約5分

ぱなり～マリブノハナレ～ 京都市中京区河原町通三条上る恵比寿町534-6 エリゼビル2F 075-251-0540 18:00～翌1:00 不定休
地下鉄東西線・京都市役所前駅徒歩2分

京阪・三条駅徒歩3分

味どころ 佐門 京都市中京区壬生仙念町26-37 ウエストプラザ三越 B1F 075-756-2785

【ランチ】
11:30～14:00

土.日曜日、祭日
のランチはお休み

【ディナー】
17:30～25:30

不定休 阪急京都線 西院駅東口 徒歩1分

おきなわ 沖縄創作居酒屋 京都市中京区河原町通三条下ル2山崎町258-19 志津屋商事ビル　２Ｆ 075-708-2442 17：00～翌1：00 月曜日
阪急京都線河原町駅　1A出口　徒歩6分

京阪本線三条駅　5番出口　徒歩6分

沖縄バル 79 京都市中京区西大文字町615 四富会館 1F 090-8880-0079

[火～土]
18:30～26:00

[月曜日]
18:00～24:00

日曜日 烏丸駅から徒歩7分

沖縄料理 中川酒店 出町店  京都市上京区桝形上ル後藤町184 仲ハウス1F 075-256-3696
月・水～日
18:00～2:00

火曜日 京阪鴨東線 出町柳駅 5番出口 徒歩5分

治郎吉 京都市上京区真盛町714-5 075-461-7011 17:00～22:00 火曜日
京都市バス 上七軒バス停から徒歩4分

北野白梅町駅から徒歩１０分

Asian chample foods goya （アジアン チャンプルー フード ゴヤ） 京都市左京区浄土寺西田町114-6 075-752-1158
11:30～15:00
17:30～24:00

水曜日
京都市バス今出川通り東行【北白川】バス停より徒歩１分

京都市バス今出川通り西行【銀閣寺道】バス停より徒歩３分

ヤシン（YASHIN） 京都市左京区田中門前町28-14 吹上ビル1F 075-703-0210

月～土
17:30～27:00

日
17:30～24:00

無休 出町柳駅出口から徒歩約7分

にんじん食堂 うずまさ 京都市右京区太秦多藪町9 075-864-2690
完全予約制
12:00〜14:30
18:00〜22:00

水曜日・木曜日 ＪＲ「太秦（うずまさ）」から徒歩７分



○沖縄料理店
京都市

店名 住所 電話番号 営業時間 定休日 最寄駅・バス停

  アダン（京都駅店） 京都市下京区東塩小路町578-2　あすなろビル2F 050-5590-4787 17:30～24:00 無休 京都駅から徒歩３分

海と空 おきなわ食堂 七条梅小路店 京都市下京区朱雀内畑町44-3 075-322-4122 12:00～14:00頃 不定休 丹波口駅

海と空 四条大橋店 京都市下京区四条小橋東入ル橋本町111 アイブリ屋ビル3F 075-212-5040

ランチ
11:30～14:30

ディナー
月～土

17:00～24:00
日

17:00～23:00

不定休 京阪祇園四条駅/阪急河原町駅より徒歩1分

Bar CICI 京都市下京区西堀川通仏光寺下る吉水町336 080-5716-0111 19:00～24:00 不定休 大宮駅東口3出口から徒歩約6分

ちゅらこんぴ 京都市下京区稲荷町322 2F 075-344-0237 19:00～翌3:00 無休 阪急河原町駅

 たんや　南波照間(ぱいてろーま) 京都市東山区祇園町北側281-1 祇園ファーストビル2F 075-525-6631
[月～日]

17:00～24:00
無休 京阪祇園四条より徒歩５分

沖縄民謡酒場 祇園ゆいまーる 京都市東山区中之町238-1 東山祇園ビルB1 075-525-5507 18:00～03:00 不定休 京阪三条駅

沖縄料理・おばんざい 新右衛門 （シンエモン） 京都市東山区大和大路四条下ル七番町 075-533-3798 18:00～24:00
月曜日

（月曜日が祝祭日の場合 火曜日も休み）
京阪「祇園四条」６番出口（南座）を出て３分

オリオン酒場 京都市東山区三条通大橋東入大橋町115 尚美ビル 1F 075-761-9255 17:30～24:00 無休
京阪本線 三条駅 9番出口 徒歩1分
地下鉄東西線 三条京阪駅 徒歩1分

 居酒屋味峯（みほ） JR西大路駅前店 京都市南区唐橋西平垣町24-11 050-5869-1122 18:00～04:00 月曜日 JR西大路駅から徒歩1分

沖縄居酒屋 つはこ 京都市西京区桂南巽町18-11 075-394-4103 18:00～翌0:00 月曜日 桂駅西口から徒歩約5分

八雲食堂 京都市北区紫野南舟岡町73-18 075-200-8583 鞍馬口駅2出口から徒歩約17分

 沖縄料理居酒屋 よいどころ 京都市山科区安朱中溝町8-11 075-595-6136
月～日
ディナー

17:30～1:00
不定休

JR 山科駅 徒歩3分
京津線 山科駅 徒歩4分

地下鉄東西線 山科駅 徒歩5分

京琉酒彩　海月 京都市山科区御陵大津畑町３２－５　トゥモール山科１Ｆ 050-5594-2018 17:00～24:00 月曜日 JR山科駅・地下鉄山科駅から徒歩５分

精華町
店名 住所 電話番号 営業時間 定休日 最寄駅・バス停

ぬちぐすい 鳥鳥 祝園店 相楽郡精華町祝園二ノ坪9 0774-51-0020

火～土
17:00～24:00

日
17:00～23:00

月曜日 祝園駅出口から徒歩約5分

長岡京市
店名 住所 電話番号 営業時間 定休日 最寄駅・バス停

きのめ 長岡京市長岡2-30-26 075-954-0927 火曜日 阪急「長岡天神」駅より徒歩10分

沖縄料理 居酒屋 よいどころ 京都長岡京店 長岡京市 神足1丁目6-6 075-953-0256 長岡京駅西口から徒歩約2分

宇治市
店名 住所 電話番号 営業時間 定休日 最寄駅・バス停

 ライブ居酒屋　Waoya 宇治市宇治若森31-5 宇治タイセイビル B1F 0774-39-8634 18：00～24：00 水曜日 JR宇治駅より徒歩3分

舞鶴市
店名 住所 電話番号 営業時間 定休日 最寄駅・バス停

 琉泡楽園 美ら 舞鶴店 舞鶴市字引土311-8 GEO-Vビル1F 050-3466-2960

月・火・木・日・祝
日

17:00～24:00
 金・土・祝前日
17:00～翌3:00

水曜日 ＪＲ舞鶴線西舞鶴駅徒歩５分

綾部市
店名 住所 電話番号 営業時間 定休日 最寄駅・バス停

カフェ月星 綾部市武吉町西45 0773-21-6392
11:00～16:30
(lunch time ～

14:00）
火曜日・水曜日・木曜日

車、バイク
梅迫駅から4,276m


