
ごみを減らし、環境を大切にしたまちと暮らしの実現を目的として、
市民、事業者、行政により平成８年 11月に発足した団体です。

京都京都
修理と修理と

もっぺんマップとは

リユース店リユース店
下
京
区
版

京都市下京区内の「修理・修繕をしてくれる店」と、周辺
区のリユースショップ（不要品等の買取をしてくれる店）
を紹介しています※。他の区の情報は、「もっぺん京都」で
検索してください。http://www.moppen-kyoto.com/
（修理とリユースショップナビサイト「もっぺん」）
※2019年 1月現在の「もっぺん」サイト掲載情報より
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下京区
修理と
リユース店

京都市ごみ減量推進会議とは……
ごみを減らし、環境を大切にしたまちと暮ら
しの実現を目的として、市民、事業者、行政
により平成８年 11月に発足した団体です。

このマップは、2019年 1月末現在の「もっぺんサイト（http://www.moppen-kyoto.com/）」の掲載情報から作成しました。
もっぺんサイトへの掲載は、随時受け付けています。京都市ごみ減量推進会議までお問い合せください。

075-647-3444TEL.

mail.
FAX.

gomigen@kyoto-gomigen.jp
〒612-0031
京都市伏見区深草池ノ内町13 
京エコロジーセンター活動支援室

075-641-2971



下京区周辺のリユースショップ 下京区周辺の不要品買取をしてくれるリユースショップ（「もっぺんサイト」2019年 1月末掲載店）

器のお直し、金継ぎ・銀継ぎ、
塗り直し・艶直し。
●詳細 https://a-eru.co.jp/meguro/
repair をご覧ください。

075-371-3905
10:00～17:00
水曜

1
“0から6歳の伝統ブランドaeru”京都直営店

『aeru gojo』 432 ウォッチDr. タキダ 彼方此方屋 カバンの病院 明石屋

5 革工房GYPSY 8
ジェイアール京都伊勢丹6階紳士靴

メンズシューケアコーナー76 きものクリニック 悠遊舎 キョート・キモノ・クリニック

9 121110

13 早川刃物店 1514

https://a-eru.co.jp/gojo/

全国の伝統産業の職人さんと作った、赤ちゃ
ん・子どもの頃から大人になってもずっと使
える、オリジナルの日用品を販売しています。

075-351-1017
11:00～19:30
水曜

http://www.watch-dr.com

他店で断られた時計も一度お持ち下さい。
また、「捨てられようとしている資源を、再び蘇ら
せよう」という事で、プラチナやゴールドの地金買
取をさせて頂いております。

075-344-4566
11:00～18:00
毎月曜、第２火

お直し参考価格

http://www.ochicochiya.com

ほどけば１枚の布にもどる着物は、手をかけて可愛
がるとず～っと着られるおしゃれでエコな衣料で
す。タンスのコヤシなんてもったいない！コーディ
ネートから着付け、お手入れまで気軽な着物ライフ
をお手伝いします。

075-371-6797
9:00～19:00
日曜・祝日

http://www.akashiya-kaban.com

いいカバンを長く使用して頂きたいので、販売は本
当にいいバッグをご紹介し、メンテナンスのアドバ
イス等もしております。気軽に御相談ください。

075-344-5034
10:00～18:00
日曜・祝日

http://www.gypsy-works.jp/

一度ご相談ください。

075-361-0212
9:00～18:00
日曜・祝日

http://www.eonet.ne.jp/
̃yu-yu-sha

まごころと妥協なき技術でお客様のきものを
直します。あきらめてしまう前に、是非一度
ご相談ください。お見積り、ご相談はすべて
無料です。お気軽にお問い合わせ下さい。

075-343-2250
10:00～17:00
日曜・月曜

http://www.kyo-kougei.com/

着物のシミ、汚れ、再生などのご相談・診断・アドバイ
スは無料です。着物には、それぞれ想い出や、思い入れ
は有ります。処分をされる前に「もういっぺん」当方に
ご相談下さい。できるだけ電話でご予約ください。

075-344-2353
10:00～20:00
不定休

http://www.akashiya-kaban.com

他店で「修理ができない」と言われた靴でも、一度ご相
談ください。高い技術と丁寧なアドバイスによりご愛用
の靴をお直しいたします。また、靴修理の他にも靴のお
手入れ方法もこちらでご説明させていただいております。

職人工房 京都伊勢丹店 人形修理ネットワーク 福田匠庵Jewelry Petit TWOTOP 京都店
075-352-6561
10:00～20:00
1 月 1日

http://www.shokunin-k.co.jp/

私ども職人工房は靴やバッグのリペアを通してお客
様に快適で豊かな生活をご提供する事、技術とおも
てなしの心をもって生活に便利をご提供する事を目
指して努力しております。靴やバッグの修理は職人
工房にご相談くださいませ。

075-746-2331

月曜日・火曜日
http://www.jewelry-petit.com

ジュエリー製作のプロである国家資格１級の
職人が直接お客様のご相談をお伺いいたしま
す。他店では断られた物でも一度ご相談くだ
さい。

075-354-9210
10:30～19:30
無し

http://shopinfo.twotop.co.jp/

当社パソコンだけでなく、他社ブランドの商
品もサポートします。

075-351-6917
9:00～17:30

http://www.fukuda-shoan.com

無休（1月～ 4月）、
日曜日・祝日（5月～ 12月）

あらゆる人形、伝統工芸品の修復、見積（無
料）５日以内でお出しします。

小さな工房
五条烏丸店

平日12:00～19:00
土日祝 10:00～19:00

shop＆maisonミスターミニットコーナー MIYABIYA
075-351-6731
9:00 ～ 18:00
土日祝

https://www.
hayakawa-hamonoten.com

天然の砥石を使い、１丁ずつ手作業で仕上
げます。ご家庭の包丁、はさみ、いっぺん持っ
てきてください。

075-252-7577
10:00-20:00
不定休

http://www.minit.co.jp

お客様が大事にしておられる、思い入れのあ
る靴を少しでも長くはいていただけるお手伝
いが出来ればと思っております。スタッフ一
同でご来店をお待ちしております。

075-371-6601
10:00-18:00
水曜日

http://www.masugi.co.jp/

“MIYABIYA shop＆maison（ミヤビヤ ショップ
＆メゾン）”は、（株）枡儀 GROUP が手がけるハ
ンドバッグや革小物の直営ショップです。修理はも
ちろん，リメイクやオーダーも承っております。

高島屋京都店 婦人靴売場

アーカスサーカス アウトレット＆リサイクル 京都リサイクル＆アウトレットWakuWaku 洋服の病院 千本三条店

リサイクルショップ サリイ リサイクルショップ 良販商店 三条店 洋服の病院 京阪三条店

京都古着王国 京都西院店 京都リサイクル王国 リサイクルショップ 良販商店 西院店

お直し例 時計工具・時計バンドの販売
時計修理。電池交換、置時計・掛時計修
理 、バンド調整 、ウォッチ分解掃除 

お直し例 着物・帯、お手入れ（ちょこっ
とお直し）、丸洗い、お仕立て　
お直し例 お直し参考価格ファスナースライダー交換、

持手交換、スーツケースキャスター 1個交
換、ほつれ、内装交換

お直し例

革材料、レザークラフト用品、
革製品全般

お直し参考価格お直し例
しみ抜き、衿、袖口汚れ、京

洗いセット（訪問着）。
お直し例 洗い張り、丸洗い、シミ落し、

染め替え、色・柄等配色加工直し、金彩再
生、刺しゅう直し、お仕立て及び寸法直し

お直し例 お直し参考価格紳士靴、専門の修理（グッド
イヤーのオールソールも可能です）。オー
ルソール、かかと修理。

お直し例

靴・バッグ・傘修理 お直し参考価格お直し例 指輪のサイズ直し、チェーン切れ
修理、リフォーム、オーダーメイド、ベビーリ
ング、パワーストーンブレスレット、ワーク
ショップ、腕時計の電池交換

お直し例 オリジナルブランドパソコン、
パソコンパーツの販売・修理
お直し例

包丁、裁ちばさみの研ぎ、修理
お直し参考価格お直し例

靴・カバン修理・クリーニング
お直し例 鞄、靴、財布、小物などの皮革

製品、レザーケア用品。金具の修理、スレ修正、
内貼り交換

お直し例

お直し参考価格人形の顔のシミ、汚れ、ひび
割れ 、髪の乱れ、髪の結い直し 、着物の
着せ替え、五月提灯の張り替え

お直し例

お取り扱い：ギフト・贈答品、服（婦人、紳士、子ども、着物）、
家電、家具・インテリア、楽器、釣具、キッズ・ベビー用品、雑貨・
ホビー、ゲーム・本・ＣＤ

075-803-1388
京都市中京区西ノ京東中合町 77

不定休10:30～19:30

お取り扱い：服（婦人、紳士、子ども、着物）、家電、楽器、食器、
釣具、キッズ・ベビー用品、雑貨・ホビー、ゲーム・本・ＣＤ、
時計、ギフト・贈答品

075-821-8223
京都市中京区壬生賀陽御所町 77-1 らくさいメゾン 2 

不定休10:30～19:30

お取り扱い：衣料品全般（洋服、カバン、クツ、アクセサリー、
ブランド品等）

75-841-0119
京都市中京区西ノ京南聖町 18-2

日・祝10:00～19:00

お取り扱い：洋服、バッグ、アクセサリー、靴、化粧品、新
品下着、贈答品、など

075-823-3741
京都市中京区壬生坊城町 53-6　坊城ビル 2-4

火曜日
12:00～19:00　日曜だけ 13:00～19:00 お取り扱い：家電、家具、贈答品、小物、雑貨、アンティーク、

レトロ品、その他

075-406-0658
京都市中京区上瓦町 52-3（三条会商店街内）

日曜日10:30～19:00

お取り扱い：衣料品全般（洋服、カバン、クツ、アクセサリー、
ブランド品等）

075-771-7700
京都市東山区二町目 82

日・祝10:00～19:00

お取り扱い：ブランド衣類、一般衣類、雑貨・ギフト、家電、
楽器、フィギア・ホビー用品、キッズ・ベビー用品

075-925-5539
京都市右京区西院巽町 32-3 ササヒロビル

不定休10:30～19:30

お取り扱い：金・プラチナ、ブランド品、アパレル、電化製品、
家具、ギフト・生活雑貨、ホビー、楽器、その他スポーツ用
品など。

075-873-1177
京都市右京区西院西貝川町 74-2

無休10:30～19:30

お取り扱い：家電、家具、贈答品、小物、雑貨、アンティーク、
レトロ品、その他

075-202-6368
京都市右京区西院坤町 51-3 SOUTH WEST 1F

11:00～19:00

下京区周辺のリユースショップ

下京区の修理・リメイクの店下京区の修理・リメイクの店

もっぺん

http://www.moppen-kyoto.com/

京のお直し屋さんと

リユースショップ情報サイ
ト

詳しくは、

ウェブサイトを

ご覧ください。

このマップは、2019年 1月末現在の「もっぺんサイト（http://www.moppen-kyoto.com/）」の掲載情報から作成しました。

このマップは、2019年 1月末現在の「もっぺんサイト（http://www.moppen-kyoto.com/）」の掲載情報から作成しました。
もっぺんサイトへの掲載は、随時受け付けています。京都市ごみ減量推進会議までお問い合せください。



掲載店
aeru （陶磁器の金継ぎ）
京都市下京区松原通室町東入玉津島町 298

ウォッチDr. タキダ（時計修理、電池交換）
京都市下京区河原町通り松原上る清水町 279-4

彼方此方屋（着物の手入れ、リサイクル着物）
京都市下京区仏光寺通柳馬場東入 仏光寺東町 112-1

カバンの病院 明石屋（カバンの修理）
京都市下京区東洞院通塩小路東入る 547

革工房GYPSY（革製品の修理）
京都市下京区仏光寺通新町西入管大臣町 201 ハイツエクラ 101

きものクリニック 悠遊舎（着物の丸洗い、シミ抜き、かけつぎ）
京都市下京区高倉通松原上る葛籠屋町 511

キョート・キモノ・クリニック（着物の洗い張り、シミ落し、染め替え）
京都市下京区麩屋町通五条上る下鱗形町 531

メンズシューケアコーナー（靴の修理）
京都市下京区烏丸通塩小路下る東塩小路町 JR京都伊勢丹 6F

職人工房 京都伊勢丹店（靴、カバン、傘の修理）
京都市下京区烏丸通塩小路下る東塩小路町 JR京都伊勢丹 6F

Jewelry Petit（ジュエリー、アクセサリーの修理） 
京都市下京区五条通新町北西角 西錺屋町 25 つくるビル 203

TWOTOP 京都（パソコン及びパーツの修理）
京都市下京区寺町通仏光寺下る恵美須之町 535

人形修理ネットワーク 福田匠庵（人形 伝統工芸品の修理）
京都市下京区六条通烏丸東入る

早川刃物店（包丁、はさみの研ぎ、修理）
京都市下京区堺町通仏光寺上る東前町

ミスターミニット（カバン、靴の修理）
京都市下京区四条通河原町西入真町 52高島屋京都店内

MIYABIYA （カバン、靴の修理）
京都市下京区松原通寺町西入石不動之町 695 枡儀ラクーオビル 1F
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各店の所在地は下のマップを、連絡先等は裏をご覧ください。
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JR京都伊勢丹6階紳士靴


