会員名 ※50音順

電話番号

㈱アースワーク

宇治市南陵町1丁目1番地371

0774-20-4119

icon design

宇治市木幡檜尾38－9

090-3723-4749

鮎宗

宇治市宇治塔川３－４

0774-22-3001

アイワフク株式会社

京都府宇治市宇治妙楽1-1

㈱アオキカヌーワークス

枚方市村野高見台10-5

072-840-3320

㈱明石屋

宇治市宇治妙楽１１４

0774-23-3700

あがた神社

宇治市宇治蓮華７２

0774-21-3014

赤門茶屋

宇治市宇治蓮華２１

0774-21-2058

アクト警備保障㈱

京田辺市三山木中央四丁目2番5

0774-63-8181

旦椋神社

宇治市大久保町北ノ山１０９－１

0774-46-2355

アサヒ飲料販売株式会社

京都市西京区下津林前泓町２３

075-394-5831

㈱朝日焼

宇治市宇治山田１１

0774-23-2511

茶房あじろ

宇治市宇治塔川１５

0774-21-3086

㈱アド関西

城陽市寺田西ノ口９５－１９

0774-55-9571

株式会社

京都市伏見区中島樋ノ上町27

075-634-3154

アドトップ㈱

大阪市中央区上汐1丁目4番8号

06-6768-9105

荒菊商店

宇治市宇治妙楽175-10

0774-21-2682

泉園銘茶本舗

宇治市宇治蓮華２４

0774-21-2258

ＩＣＨＩＧＯ

宇治市宇治蓮華21-2

0774-25-5157

城陽市中芦原25-2

0774-54-1419

一休堂

宇治市宇治塔川６－４

0774-21-2841

㈱井筒授与品店

京都市南区吉祥院観音堂町２３番地

075-672-8100

㈱伊藤久右衛門

宇治市菟道荒槙１９－３

0774-23-3993

能登椽 稲房安兼

宇治市宇治蓮華１１

0774-21-2074

㈱芳春園岩井勘造商店

宇治市宇治蓮華８０

0774-23-2500

㈱岩井製菓

宇治市菟道丸山203-3

0774-21-4023

INCENSE KITCHEN

宇治市宇治山本1-150

0774-27-2561

ウエスタンバー蛍石

宇治市宇治宇文字2-7ポップススクエアビル1階

0774-20-0855

ウエストデザイン

京都市上京区下石橋南半町59

075-417-5754

㈲植泰

京都市左京区下鴨宮崎町1-30

075-722-6251

㈱魚関

宇治市五ヶ庄芝ノ東４４

0774-31-5134

魚留

宇治市宇治妙楽６０

0774-21-2281

上方温泉

アドストーリー

一休

京都本館

宇治橋ビル2階

0774-39-8085

㈱宇治川

宇治市宇治蓮華２－２

0774-22-2628

㈲宇治川観光通船

宇治市宇治塔川３番

0774-21-2328

宇治川漁業協同組合

宇治市宇治蓮華４３－１

0774-20-8181

宇治川餅

宇治市宇治妙楽１80-4

0774-22-8328

宇治観光㈱

宇治市五ケ庄広岡谷４

0774-32-2626

宇治観光開発㈱

宇治市宇治塔川１２２

0774-23-1500

宇治観光土産品組合

宇治市菟道丸山203-3（株）岩井製菓内

0774-22-1123

宇治式部郷

宇治市菟道荒槙38-6

0774-28-6771

(公財)宇治市公園公社

宇治市広野町八軒屋谷２５－１

0774-39-9387

宇治市茶道連盟

宇治市六地蔵札ノ辻町1番地

0774-31-8035

宇治社会保険労務士事務所

宇治市宇治宇文字27-2クイレセント宇治508号

0774-21-1038

宇治商工会議所

宇治市宇治琵琶４５－１３

0774-23-3101

宇治神社

宇治市宇治山田１

0774-21-3041

㈱宇治駿河屋

宇治市宇治蓮華４１

0774-22-2038

宇治石油㈱

宇治市菟道荒槙１９－１４

0774-22-3717

宇治創

宇治市宇治妙楽５８

0774-24-5617

宇治第一交通㈱

宇治市槇島町大川原30番1

0774-22-2821

㈱宇治第一ホテル

宇治市宇治妙楽１７８－１３

0774-20-3333

宇治宝くじ会

宇治市宇治里尻１０－９

0774-21-2808

株式会社

京都府綴喜郡宇治田原町大字郷之口小字紫坊4番地の1

0774-99-8008

宇治竹材工芸

宇治市木幡陣ノ内２０－７

0774-31-8285

宇治茶園

宇治市宇治妙楽１０７

0774-23-2368

宇治の石本舗

宇治市宇治妙楽１３６

0774-21-2625

宇治のお茶まる

宇治市琵琶台３丁目１４－７

0774-24-6593

宇治橋通商店街振興組合

宇治市宇治壱番６５－５

0774-21-2285

宇治ふな栄

宇治市宇治妙楽１６０－３

0774-21-2401

宇治モ－タ－ス販売㈱

宇治市宇治妙楽１８８

0774-22-5555

㈱宇治吉田運送

宇治市木幡東中34-7

0774-31-8291

宇治料理仕出し組合

宇治市宇治壱番８５－１

宇治露店組合

宇治市木幡熊小路４３－１０

0774-33-7599

㈱永楽屋

京都市中京区室町通三条上る役行者町368番地

075-256-7881

(宗)恵心院

宇治市宇治山田６７

0774-21-3942

エスピ－サプライ㈱

宇治市槇島町石橋４－８

0774-24-1120

こころ

宇治田原製茶場

はせ川内

0774-21-2820

エフエム宇治放送㈱

宇治市宇治琵琶４５－１３宇治商工会議所内

0774-24-0888

エムズアルファ（㈲ズーム）

宇治市宇治妙楽174-5

0774-20-3315

エルザ保険事務所

久世郡久御山町林八幡講３２－９

0774-41-1960

扇家

宇治市宇治蓮華２１

0774-21-2545

宇治市広野町尖山42-7

090-7483-4347

太田電機㈱

宇治市宇治妙楽２９

0774-21-2525

黄檗山萬福寺

宇治市五ケ庄三番割３４

0774-32-3900

㈱お茶のかんばやし

宇治市宇治妙楽４３

0774-22-5318

総本家

宇治市宇治妙楽160番地の１３

0774-21-2377

㈱音羽

豊中市庄内宝町２-１-１

06-6335-3400

Office Miho

長岡京市一文橋２丁目３４－９

075-953-8018

㈱オフィスイベントラボ

城陽市富野鷺坂山８８－３

0774-57-4371

㈱折居商事

宇治市宇治壱番１４３

0774-22-2283

宇治市木幡南端40-1

0774-31-8072

亀石楼

宇治市宇治紅斎２９

0774-21-2178

㈱加茂企画

京都市伏見区深草野田町17シティハイツベルジュール４０３

075-641-0305

㈱川島工業

宇治市宇治弐番16

0774-23-1819

川文商店

宇治市宇治蓮華２２

0774-21-2556

宇治市菟道丸山２０８－２

0774-21-3035

河村商店

宇治市宇治妙楽１５９

0774-21-3246

そば処

宇治市宇治塔川119-3

0774-22-2147

㈲上林春松本店

宇治市宇治妙楽３８

0774-22-2509

きくや

宇治市宇治蓮華２１

0774-22-9097

㈲喜撰茶屋

宇治市宇治塔川１３

0774-22-1123

(合)北川半兵衛商店

宇治市伊勢田町毛語５２

0774-44-3338

㈲木田表具店

宇治市宇治妙楽１２１

0774-22-3626

㈲キタムラ

宇治市宇治下居２９－２

0774-21-2673

(有)キッズいわき

宇治市宇治妙楽３１

0774-21-2792

きみ家

宇治市宇治壱番１４０

0774-22-2616

キャノンシステムアンド
サポート㈱京滋営業部

京都市南区西九条西柳ノ内町５

075-694-5536

㈱協栄開発

宇治市宇治妙楽４－４

0774-24-2535

大島

仁

大茶萬

㈱宇治葬祭

御料理処

駕辰

かわます

観月

共栄製茶㈱
(有)人形劇団

宇治森半店
京芸

協栄ビル２階

宇治市小倉町久保７８

0774-22-3063

宇治市白川鍋蔵山３５番地の２０

0774-21-4080

㈱京煎堂

宇治市槇島町中川原２３番５

0774-21-2255

特定非営利活動法人
京都UC会

宇治市木幡熊小路４３ー５５

0774-33-8344

㈱京都銀行宇治支店

宇治市宇治壱番１３２－４谷口ビル１階

0774-21-3161

京都京阪バス㈱

八幡市上奈良宮ノ東２番５

075-972-0501

京都骨董文化庵

宇治市宇治矢落82-3

0774-24-1651

京都信用金庫

宇治市宇治壱番１０番地の６

0774-23-4700

宇治市木幡南端２３－１１

0774-31-4100

宇治市宇治字文字2-18

0774-22-2156

京都市南区東九条南石田町1番地

075-692-3721

(公財)京都府公園公社

宇治市広野町八軒屋谷１

0774-24-1313

(公社)京都府茶業会議所

宇治市宇治折居25番２宇治茶会館内

0774-23-7713

宇治市槇島町千足８０

0774-25-2405

宇治市槇島町大町１３

0774-22-1241

(一財)日本老人福祉財団

宇治市白川鍋倉山１４－１

0774-28-1001

㈲キョーカン

宇治市白川川上り谷８１番地の１２

0774-28-6900

㈱近畿

宇治市槇島町一丁田１３

0774-22-0530

きんきグリーン㈱

宇治市白川植田２０－２

0774-23-8714

㈱國友銃砲火薬店

京都市下京区寺町通仏光寺東入ル中之町

075-351-4177

檪

宇治市宇治又振６６－４

0774-22-7140

特定非営利活動法人
グリーンネットワーク宇治

宇治市白川植田２０－２

0774-24-0873

クリエイティブフォーステツワン

京都市下京区高辻通新町西入堀之内町269-7京桝屋ビル4F

075-343-3003

㈱京南

宇治市木幡南端６

0774-33-3711

京阪宇治駅前駿河屋

宇治市宇治東内１６

0774-23-8191

京阪ビルテクノサービス㈱

枚方市西禁野1丁目3番35号

072-847-1230

京阪ホールディングス㈱

大阪市中央区大手前１ー７－３１ＯＭＭビル

㈱京阪レストラン

大阪市中央区大手前１丁目７番２４号京阪天満橋ビル６階

06-6942-1712

Ｋプラン

宇治市伊勢田町浮面４７－２２

0774-45-0512

月桂冠㈱ 近畿営業部

京都市伏見区南浜町248番地4月桂冠南浜町ビル2F

075-623-2016

㈱弘商会

宇治市大久保町大竹５２番地

0774-41-2615

興聖寺

宇治市宇治山田２７－１

0774-21-2040

㈱光流園静山荘

宇治市宇治塔川２７－２

0774-21-2181

コカ・コ－ラボトラーズ
ジャパン株式会社

久世郡久御山町市田大領２番地２

0120-866-509

㈱鼓月

京都市中京区西ノ京内畑町3

075-623-1651

宇治支店

京都巽庵
京都中央信用金庫
株式会社

宇治支店

京都ぱど

京都文教大学
・京都文教短期大学
京都やましろ農業協同組合
中宇治支店

私書箱７７号

06-6944-2534

伍町株式会社

京都府宇治市宇治壱番６３

0774-25-3335

㈱寿庵

京都市山科区大宅沢町３番地

075-594-7456

㈱小西兵商店

京都府久世郡久御山町大字下津屋小字鯛ヶ鼻３－１

0774-45-1152

小山

宇治市菟道薮里４１コスモウイング宇治４１１号

0774-21-6552

㈱斉藤写真館

宇治市宇治壱番２

0774-21-3181

㈲阪本造園工務所

宇治市大久保町大竹３６－１

0774-48-2801

café de SAKURA

宇治市宇治蓮華６９

0774-22-1488

さつまや

宇治市折居台三丁目２－４７

0774-23-8833

サンケイデザイン㈱

京都市北区紫野西御所田町14番地2

075-441-9125

株式会社

宇治市木幡須留１-193

0774-31-6111

SIIA

宇治市木幡御蔵山３９－８３１

0774-66-1237

㈱ジィーシーエム

宇治市宇治広野町桐生谷２８－５

0774-44-9029

ＪＲ西日本宇治駅

宇治市宇治宇文字16

0774-21-2082

㈱ＪＴＢ京都中央支店

京都市下京区綾小路通烏丸西入童侍者町167

075-284-0173

株式会社JTB
コミュニケーションデザイン

大阪市中央区久太郎町２丁目１番２５号ＪＴＢビル６Ｆ

06-4964-8830

(宗)直行寺

宇治市宇治弐番９１

0774-22-2618

勝利

三洋

Ｇｕｅｓｔ Ｈｏｕｓｅ Ｓｈｉｎｏｎ 久世郡久御山町佐山双置２０

090-8523-7528

㈱下岡建設

宇治市菟道中筋１４－７

0774-23-1212

若香庵

宇治市宇治宇文字２－３４

0774-22-0775

シューズショップヤスケ

宇治市宇治妙楽１６８

0774-21-2977

しゅばく

宇治市宇治東内１３－１

0774-22-5470

(有)昇苑くみひも

宇治市宇治妙楽１４６

0774-23-5510

城南木材製材組合

宇治市槙島町一町田50-1

㈱松北園茶店

宇治市木幡東中８

0774-32-8105

㈱ＳＨＯＷ

宇治宇治宇文字１７－４クレセントハウス２Ｆ

0774-25-6765

株式会社

京都府宇治市宇治善法114-17

0774-24-2728

㈱新京阪観光社

宇治市宇治妙楽１７８－９

0774-22-4728

心華寺

宇治市神明石塚６６

0774-44-5380

㈲新進堂印刷所

宇治市宇治妙楽９

0774-22-3024

有限会社

宇治市木幡須留1-193

0774-38-2888

新世警備保障㈱

宇治市菟道東隼上り４８－５

0774-23-4336

(有)スカイ

宇治市琵琶台1丁目１２番地６

0774-20-4908

(協)炭山陶芸

宇治市炭山久田２－２

0774-32-5904

白川工業

金港辯財天

新成建装

永谷木材㈱内

0774-23-8150

㈱角與商店

宇治市伊勢田町中山２４

0774-43-5122

すわん

宇治市宇治宇文字２－３３

0774-23-9803

清庵

宇治市宇治妙楽１６９－１

0774-22-2689

(一財)青少年文化研修道場

宇治市五ヶ庄三番割３５－１４

0774-32-1365

(宗)生長の家宇治別格本山

宇治市宇治塔川３２

0774-21-2151

(宗)蔵林寺

宇治市五ヶ庄三番割１５

0774-32-5853

損害保険ジャパン日本興亜㈱

京都市中京区烏丸通錦小路上る手洗水町671

075-252-3018

高村三光園

宇治市宇治蓮華３０

0774-21-2540

㈲辰巳屋

宇治市宇治塔川３－７

0774-21-3131

竹林

宇治市宇治池森１９

0774-22-7475

㈲ツァ・クローネ

宇治市琵琶台1丁目４－２

0774-25-6633

㈱通圓

宇治市宇治東内１

0774-21-2243

辻鶏卵㈱

宇治市伊勢田町毛語１２７

0774-41-6797

石末

宇治市大久保町久保８

0774-41-6053

綴喜郡宇治田原町湯屋谷長通６３

0774-88-5383

㈱辻利兵衛本店

宇治市宇治若森４１

0774-23-1111

帝京警備㈱

宇治市木幡熊小路43番地55

0774-33-5111

デサインメイプル

宇治市小倉町蓮池１６２－３アーバン蓮池２０５号

090-8387-0699

鉄板焼

宇治市宇治戸ノ内４

0774-22-5771

寺島屋彌兵衛商店

宇治市宇治蓮華４０－１

0774-22-3816

塔見茶屋

宇治市宇治塔川１１

0774-21-2541

㈱トータスクリエイション

八幡市下奈良蜻蛉９－２

075-982-3101

菟道庵

宇治市宇治蓮華２０

0774-21-2537

とり菊

宇治市宇治蓮華９５

0774-21-2576

ＴＲＥ ＶＥＲＤＩ
トレヴェルディ

宇治市宇治東内１３－２

0774-20-9545

焼とり

宇治市宇治壱番５

0774-23-0366

宇治市菟道平町5-1

0774-31-8907

ナカガワ胡粉絵具㈱

宇治市宇治乙方６８

0774-23-2112

中島紙工㈱

大津市大門通８－９

077-524-1280

㈱中徳木材

宇治市槙島町薗場２７番地

0774-22-4500

(有)ナガトヤ

宇治市宇治宇文字

0774-24-0636

永野染色

宇治市宇治若森１４－５

0774-21-2860

中村菓舗

宇治市宇治妙楽１８８

0774-21-2538

宇治橋店

辻本石材店

㈱辻利一本店

宇治田原工場

つるよ

なかい

ビストロ

de

ナカガワ

２－５３

中村デザイン事務所

宇治市明星町３－１２－３９

090-1717-6191

㈱中村藤吉本店

宇治市宇治蔭山12-1

0774-22-7800

(有)七彩工房

宇治市槇島町外１番地

0774-24-3674

㈱南郷工業建設

宇治市宇治里尻７８－５南郷ビル

0774-22-2478

㈲南城園

宇治市大久保町久保６

0774-43-1888

㈱西村番茶屋本店

宇治市伊勢田町毛語１１５

0774-43-5129

㈱日開調査設計コンサルタント

宇治市宇治弐番２７－１

0774-22-5560

日清都カントリークラブ

宇治市菟道新池

0774-31-5101

日本郵便㈱

宇治市小倉町南堀池８−４

0774-24-5350

㈲白雲庵

宇治市五ケ庄西浦３０

0774-32-0700

㈱白心堂

京都市下京区御幸町通仏光寺下る橘町４３２番地

075-351-1310

はせ川

宇治市宇治壱番85-1

0774-21-2820

服部製茶場

宇治市白川川上り谷７２

0774-21-2018

株式会社パティネレジャー

京都府宇治市宇治折居24木下アカデミー京都アイスアリーナ内 03-3915-9111

花豊造園㈱

京都市下京区堀之上町５１８

075-341-2246

㈱花屋敷浮舟園

宇治市宇治塔川２０・２１

0774-21-2126

はなれ

宇治市宇治妙楽155

0774-20-1011

㈲花和商店

宇治市宇治妙楽１－７

0774-21-2755

株式会社林屋久太郎商店

宇治市平尾台4丁目13-8

0774-33-8236

㈱パルスタジオ

京都市東山区本町２丁目６８－２

075-531-1101

パルティール京都

宇治市宇治樋ノ尻８８

0774-25-7777

(有)萬ＢＡＮ

宇治市五ケ庄三番割３４

0774-33-0033

東本広美社

宇治市槇島町薗場２９

0774-22-1256

㈱光

京都市山科区大宅御供田町195番地

075-501-1919

樋口鉱泉㈱

宇治市槙島町目川１７０－２

0774-23-3122

㈱ビジネスホテル宇治

宇治市小倉町西山16-4

0774-21-5255

びすとろＤ

宇治市宇治妙楽154

0774-20-8808

平等院

宇治市宇治蓮華１１６

0774-21-2861

平岡旗製造㈱

京都市下京区四条通西洞院東入郭巨山町18

075-221-1500

㈱福寿園

宇治市宇治山田１０番地

050-3152-2930

ふくや

宇治市宇治塔川４－９

0774-21-2454

㈱藤田鈑金工業

宇治市菟道西隼上り２３－５カープラザフジタ

0774-22-0108

㈱伏見上野旭昇堂

京都市伏見区深草西浦町２－６６

075-642-1347

西小倉郵便局

福寿園宇治茶工房

１

㈱藤森工務店

宇治市槙島町薗場８１番地

0774-24-1100

㈱フジヤ

京都市中京区東堀川通丸太町下ル７丁目４

075-211-4311

㈲古川商事

宇治市菟道上野５－１

0774-22-0429

平和住宅建設㈱

宇治市大久保町北ノ山６５－３

0774-44-3900

宇治焼肉

宇治市宇治池森23

0774-77-2001

京都支店

ＢＥＣＯ

ベリーファーム宇治

（agrism)

宇治市宇治矢落２２－１

ユニライフ宇治六番館６１５

090-5154-0131

宝善院

宇治市五ケ庄三番割３４－３

0774-32-4683

POLA 宇治橋店

宇治市宇治妙楽171-21 楠楠2F

0774-66-6658

㈱堀田勝太郎商店

宇治市白川鍋倉山41-8

0774-20-8876

㈱堀井七茗園

宇治市宇治妙楽８４

0774-23-1118

ますだ茶舗

宇治市宇治蓮華２１の３

0774-21-4034

松阪屋嘉八本店

宇治市宇治妙楽８３

0774-21-2304

㈱丸宇

宇治市宇治妙楽１－１

0774-21-2889

㈱丸久小山園

宇治市小倉町寺内８６

0774-21-3151

㈱丸宗

宇治市宇治妙楽１０８

0774-21-2030

㈲洋菓子マロン

宇治市宇治宇文字１７－１５

0774-22-6366

日本クラウン

宇治市宇治東内３３－１

0774-20-8826

㈱水田工務店

宇治市宇治乙方２１－１３

0774-21-2445

㈲三星園上林三入本店

宇治市宇治蓮華２７－２

0774-21-2636

南京都自動車産業㈱

宇治市大久保町北の山３５番地の１

0774-43-1155

㈲南山城複写センター

宇治市槙島町吹前１２３－４

0774-22-6700

三室魚留

宇治市菟道東中３９

0774-21-2007

三室戸寺

宇治市菟道滋賀谷２１

0774-21-2067

宇治市宇治妙楽4-10

0774-23-5958

宇治市宇治宇文字11-11

0774-21-2468

株式会社メイクス

宇治市宇治半白123番地

0774-24-4300

株式会社メイブリッジ
・インターナショナル

宇治市小倉町東山１番地

mog mog Bakery

宇治市宇治妙楽２６－１

0774-24-1267

森

宇治市広野町小根尾１４７番地の５８

0774-85-1452

㈱森井電機

宇治市宇治壱番７８－２

0774-22-2975

曹洞宗靖国寺

宇治市宇治金井戸７－１４

0774-21-3023

山石商店

京都市伏見区深草泓ノ壺町１７－９７

075-641-4147

㈱山口青旭堂

京都市中京区押小路通富小路西入橘町640番地

075-222-1171

京うどん

三よしや

ｂｅ-ｈｏｕｓｅ

進治

睦美堂

１－５１４号

0774-23-0327

㈱山口屋穀粉

宇治市伊勢田町毛語９０－６

0774-44-5567

山崎冷菓㈱

久世郡久御山町市田新珠城２２９－１

0774-48-1177

㈱ヤマサン

宇治市宇治壱番６７

0774-24-6671

山城災害復旧協会

宇治市槇島町大川原58-7

0774-46-9650

㈱山城商会

宇治市六地蔵町並２２

0774-31-8071

山城農産株式会社

宇治市木幡南山3-4

0774-32-4670

㈲山城屋

宇治市宇治妙楽３１

0774-21-3029

山田園

宇治市宇治蓮華２９

0774-21-2232

㈱山政小山園

宇治市小倉町久保９６

0774-24-1122

㈱ユーサイド

宇治市槇島町十一66

0774-24-7417

ユニチカ㈱

宇治市宇治戸ノ内５番地

0774-25-2029

㈱夢み屋

京都市伏見区桃山町見附町２０

075-622-6900

吉田

宇治市広野町宮谷５６－４７

0774-43-1065

よしだや

宇治市広野町東裏82-1

0774-41-3358

㈱与楽

宇治市神明宮北14-21

0774-23-6311

LAVITA ラ・ヴィータ

宇治市菟道森本12

0774-20-5018

株式会社

宇治市宇治里尻81-3

0774-22-4109

㈱洛南エンジニアリング

宇治市菟道田中３４－５

0774-22-6357

㈲リースキン マキシマ

宇治市槇島町三十五３９－５

0774-23-8880

立命館宇治中学校・高等学校

宇治市広野町八軒屋谷33番１

0774-41-3000

(宗)庚申会龍神総宮社

宇治市五ケ庄広岡谷２

0774-31-8888

LUCE

宇治市菟道谷下り45-1三室戸団地1-204

0774-32-7775

㈱ルーラル

宇治市大久保町西ノ端１－２０

0774-48-1620

蓮華茶屋

宇治市宇治蓮華２３－１

0774-23-0666

ｒｏｊｉ 株式会社

宇治市宇治妙楽171-14

0774-94-6243

㈱ロジック

宇治市槇島町落合１２１－１

0774-23-5868

ライブ居酒屋Ｗａｏｙａ

宇治市宇治若森31-5タイセイビル地下一階

0774-39-8634

(有)わかはやし美容室

宇治市宇治神明宮西３７－２５

0774-22-8684

㈱脇田商店

宇治市宇治乙方１５

0774-21-2165

わきもと菓子店

宇治市宇治妙楽１６０－８

0774-21-2995

和夢茶カフェ

宇治市宇治蓮華12

0774-23-8388

株式会社

和夢兎宇治市宇治蓮華１２

0774-23-8184

宇治事業所

正
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