
地点 住所 ホームページ／その他SNSサイト

1 物集女コミュニティセンター 〒617-0001　向日市物集女町北ノ口33

2 プラスＣ（特定非営利活動法人 リヒト京都) 〒617-0001　向日市物集女町五ノ坪1-20 ホームページ

3 キャビックケアホームすぃーとハンズ物集女 〒617-0001　向日市物集女町五ノ坪21-4 ホームページ

4 Pâtisserie NICO （パティスリーニコ） 〒617-0001　向日市物集女町五ノ坪16-15 Instagram（アカウント：patisserie_nico0108)

5 社会福祉法人向日春秋会サンフラワーガーデン 〒617-0001　向日市物集女町森ノ下12-1 ホームページ

6 医療法人回生会介護老人保健施設ケアセンター回生　 〒617-0001　向日市物集女町中海道19-5 ホームページ

7 向日市物集女公民館 〒617-0001　向日市物集女町中条26

8 （株）リヴ 〒617-0002   向日市寺戸町七ノ坪141 ホームページ

9 新鮮激安市場! 洛西口店 〒617-0002　向日市寺戸町八ノ坪119 ホームページ

10 向日市商工会 〒617-0002　向日市寺戸町寺田64 ホームページ

11 向日市老人福祉センター琴の橋 〒617-0002　向日市寺戸町三ノ坪20 ホームページ

ホームページ

Instagram（アカウント：chirimensansho.chihiro）

13 花久オフィスサービス 〒617-0001　向日市物集女町出口39-14 ホームページ

14 向日市観光交流センター 「まちてらすMUKO」 〒617-0002　向日市寺戸町瓜生22-1 ホームページ

Instagram（アカウント：cafe6roku）

その他サイト

16 寺戸コミュニティセンター 〒617-0002　向日市寺戸町山繩手11-3

ホームページ

Facebook

18 （純）中国料理 麒麟園 〒617-0002　向日市寺戸町東田中瀬5-54 ホームページ

19  特定非営利活動法人 友愛之郷 〒617-0002　向日市寺戸町東田中瀬10-20 ホームページ

20 チャームスイート向日町 〒617-0002　向日市寺戸町渋川16 ホームページ

21 練り天マルシェはまいち蒲鉾店 〒617-0002　向日市寺戸町西田中瀬8-9

スタンプラリー地点先　

12 ちりめん山椒千京　 〒617-0001　向日市物集女町出口14-3

15 cafe6 〒617-0002　向日市寺戸町瓜生22-1

17 東洋竹工株式会社 〒617-0002　向日市寺戸町久々相13-2

https://www.licht-kyoto.com/
http://www.cabikcare.jp/carehome/mozume
https://www.instagram.com/patisserie_nico0108/
http://www.sgarden.or.jp/
https://www.kaiseikai.or.jp/care-center/
https://liv-r.co.jp/
http://super-cosmocorp.jp/
https://muko.kyoto-fsci.or.jp/
https://www.city.muko.kyoto.jp/kurashi/kenko_hoken/fukushi/5/1449541364508.html
https://chi-hiro.jp/
https://www.instagram.com/chirimensansho.chihiro/
https://www.hanakyu-os.jp/
https://machi-terrace-muko.jp/
https://www.instagram.com/cafe6roku/
https://machi-terrace-muko.jp/index.php/about/cafe6/
https://toyo-bamboo.com/
https://ja-jp.facebook.com/toyo.bamboo
http://kirinen.com/
https://www.npohoujinyuuainosato.info/
https://www.charmcc.jp/


地点 住所 ホームページ／その他SNSサイト

スタンプラリー地点先　

ホームページ

Instagram（アカウント：@kyotohanakouji)

公式LINE→kyotohanakouji

23 北野住宅株式会社 〒617-0002　向日市寺戸町渋川3-35 ホームページ

24 中国家常菜春来 〒617-0002　向日市寺戸町初田27-3 ホームページ

ホームページ

Facebook

26 イオンフードスタイル東向日店 〒617-0002　向日市寺戸町小佃5-1 ホームページ

27 向日市役所東向日別館 〒617-0002　向日市寺戸町小佃5-1 ホームページ

28 向日市寺戸公民館 〒617-0002　向日市寺戸町初田18

29 寺戸町事務所（寺戸町連合会事務所） 〒617-0002　向日市寺戸町北垣内３

30 寺戸来迎寺 〒617-0002　向日市寺戸町中垣内27

31 ソラストてらど 〒617-0002　向日市寺戸町初田15-1 ホームページ

32 ワイン＆フード　オカダ　　 〒617-0002　向日市寺戸町梅ノ木2-2

33 香月庵      〒617-0002　向日市寺戸町梅ノ木８ ホームページ

34 京鳴海 篁庵 〒617-0002　向日市寺戸町殿長28-1 ホームページ

35 乙訓医療生活協同組合医誠会診療所 〒617-0002　向日市寺戸町殿長37-1 ホームページ

36 Ⅿi caféタルト 〒617-0002　向日市寺戸町大牧14-67 101 Instagram（アカウント：micafe_tarte）

37 向日市役所本館 〒617-0002　向日市寺戸町中野20 ホームページ

38 向日市立図書館 〒617-0002　向日市寺戸町南垣内40-1 ホームページ

39 向日市文化資料館 〒617-0002　向日市寺戸町南垣内40-1 ホームページ

40 神﨑屋本店 〒617-0002    向日市寺戸町東ノ段4 公式LINE→＠kanzakiya

41 キッチンTARO 〒617-0002　向日市寺戸町西ノ段4-2

42 向日市福祉会館 〒617-0002　向日市寺戸町西野辺1-7

43 向陽ゴルフセンター 〒617-0003　向日市森本町山開8 ホームページ

44 向日市森本公民館 〒617-0003　向日市森本町前田6-7

22 京都花糀　 〒617-0002　向日市寺戸町西田中瀬3-2優伽Ⅱ

25 山下とうふ店 〒617-0002　向日市寺戸町小佃19

https://kyotohanakouji.com/
https://www.instagram.com/kyotohanakouji
http://www.kitano-j.jp/
https://r.goope.jp/springhascome
https://r.goope.jp/yamashita-tofu/
https://www.facebook.com/%E5%B1%B1%E4%B8%8B%E3%81%A8%E3%81%86%E3%81%B5%E5%BA%97-616468185178540/
https://www.daiei.co.jp/
https://www.city.muko.kyoto.jp/
https://solasto-kaigo.com/service/grouphome/terado
https://www.kogetsuan.jp/
https://r.goope.jp/takamura-an
https://www.otokuni-hcoop.com/
https://www.instagram.com/micafe_tarte/
https://www.city.muko.kyoto.jp/
https://www.city.muko.kyoto.jp/kurashi/tosyokan/index.html
https://www.city.muko.kyoto.jp/kurashi/bunka/
https://www.koyogolfcenter.com/


地点 住所 ホームページ／その他SNSサイト

スタンプラリー地点先　

45 菓子工房g. 〒617-0003　向日市森本町天神森6-37 ホームページ

46 旧上田家住宅 〒617-0004    向日市鶏冠井町東井戸64-2 ホームページ

47 向日市鶏冠井公民館 〒617-0004　向日市鶏冠井町御屋敷26

48 向日コミュニティセンター 〒617-0005　向日市向日町南山3-3

49 向日市天文館 〒617-0005　向日市向日町南山82-1 ホームページ

ホームページ

Instagram（アカウント：chabanacafe）

Facebook

51 ソラストかいで 〒617-0004　向日市鶏冠井町秡所67 ホームページ

52 史跡長岡宮跡　朝堂院公園 〒617-0004　向日市鶏冠井町山畑19-3 ホームページ

ホームページ

Instagram（アカウント：sake.nomuryu）

Facebook

54 新鮮激安市場! 向日町店 〒617-0005　向日市向日町南山37 ホームページ

Facebook

Instagram（アカウント：k.fusenkazura）

56 医療法人社団千春会介護複合施設上植野 〒617-0006　向日市上植野町上川原1-5 ホームページ

57 西向日コミュニティセンター 〒617-0006　向日市上植野町御塔道7-5

58 向日市老人福祉センター桜の径 〒617-0006　向日市上植野町南開66-1 ホームページ

59 ベーカリーななりあ 〒617-0006　向日市上植野町南開45-1 Instagram（アカウント：bakerynanalia）

60 ケーキハウス シェ ココ 〒617-0006　向日市上植野町野上山1-1 ホームページ

61  キャビックケアホームすぃーとハンズ向日 〒617-0006　向日市上植野町下川原46-4 ホームページ

62 医療法人千春会パティーナ一文橋 〒617-0006　向日市上植野町吉備寺9-1 ホームページ

63 ワークショップ友愛印刷 〒617-0006　向日市上植野町吉備寺8-8 ホームページ

64 U.Ⅰno coffee 〒617-0006    向日市上植野町吉備寺8-8 Instagram（アカウント：ui.no.coffee）

65 回転寿司喜楽一文橋店 〒617-0006　向日市上植野町堂ノ前14-1 Facebook

66 CoffeeHouse響屋 〒617-0006　向日市上植野町御妙林9-4

50 ちゃばなCafé 〒617-0004　向日市鶏冠井町楓畑5-3

53 野村龍酒店 〒617-0004　向日市鶏冠井町楓畑28

55 気ままにダイニングふうせんかずら 〒617-0006　向日市上植野町上川原1-15

http://kashikouboug.blog.fc2.com/
https://www.city.muko.kyoto.jp/rekimachi/rekishi_bunkazai/bunkazai/bunkazai/kuni/kunitourokuyuukei/1651121057869.html
http://www.city.muko.kyoto.jp/kurashi/tenmonkan/
https://chabanacafe.owst.jp/?lad_media=lis_yahoo&yclid=YSS.1001017624.EAIaIQobChMIls2GpPvP-
https://www.instagram.com/chabanacafe/
https://www.facebook.com/%E3%81%A1%E3%82%83%E3%81%B0%E3%81%AAcafe-1810069685720078/
https://solasto-kaigo.com/service/grouphome/kaide
http://www.mukoumaibun.or.jp/park-t/
https://otokuni.mypl.net/shop/00000355957/
https://www.instagram.com/sake.nomuryu/
https://www.facebook.com/sake.nomuryu/
http://super-cosmocorp.jp/
https://ja-jp.facebook.com/k.fusenkazura/
https://www.instagram.com/k.fusenkazura/
https://senshunkai.or.jp/care/shisetsu/kamiueno.html
https://www.city.muko.kyoto.jp/kurashi/kenko_hoken/fukushi/5/1449541364508.html
https://www.instagram.com/bakerynanalia/
https://epark.jp/shopinfo/swt292214/
http://www.cabikcare.jp/carehome/mukou
https://senshunkai.or.jp/care/shisetsu/ichimonbashi.html
https://www.ui-print.com/
https://www.instagram.com/ui.no.coffee/
https://www.facebook.com/people/%E5%9B%9E%E8%BB%A2%E5%AF%BF%E5%8F%B8-%E5%96%9C%E6%A5%BD%E4%B8%80%E6%96%87%E6%A9%8B%E5%BA%97/100057423161321/


地点 住所 ホームページ／その他SNSサイト

スタンプラリー地点先　

67 向日市上植野公民館 〒617-0006　向日市上植野町西小路15

68 上植野コミュニティセンター 〒617-0006　向日市上植野町桑原1-3

69
特定非営利活動法人ENDEAVOR JAPAN 
ジョブサポートセンターRINEN

〒617-0006　向日市上植野町久我田1-4 ホームページ

70 社会福祉法人向陵会 乙訓ひまわり園 〒617-0006　向日市上植野町五ノ坪11-1 ホームページ

71
社会福祉法人向陽福祉会
特別養護老人ホーム向陽苑

〒617-0006　向日市上植野町五ノ坪１-2 ホームページ

72 京菓子 菊寿 〒617-0004　向日市鶏冠井町門戸9-7

73 パティスリーピラミッド 〒617-0004　向日市鶏冠井町門戸9-2 ホームページ

ホームページ

Instagram（アカウント：saraudon171）

75 鶏冠井コミュニティセンター 〒617-0004　向日市鶏冠井町上古8-8

ホームページ

Instagram（アカウント：shinacafe-yoshikawa）

Facebook

77 向日市民体育館 〒617-0003　向日市森本町小柳23-1 ホームページ

78 森庄缶詰製造所 〒617-0003　向日市森本町春日井30

74 美食人 エピキュアほあんほあん 向日町店 〒617-0004　向日市鶏冠井町西金村4-6

76 志なcafé 〒617-0004　向日市鶏冠井町上古1-14

http://endeavor-j.com/
https://himawarien.net/
http://www.kouyou26.com/
https://www.patisserie-pyramide.com/
http://www.kyono-saraudon.com/
https://www.instagram.com/saraudon171/
https://shinacafe.jimdofree.com/
https://www.instagram.com/shinacafe_yoshikawa/
https://www.facebook.com/shinacafe
http://www.mukosca.server-shared.com/

