
業種 企業名 事業所名 住所 電話

金融 京都銀行 金閣寺支店 京都市北区衣笠北天神森町39-2 075-463-0281

金融 京都銀行 鞍馬口支店 京都市北区小山下総町53-2 075-441-8111

金融 京都銀行 上堀川支店 京都市北区紫竹下本町24 075-491-9124

金融 京都銀行 紫竹支店 京都市北区紫野西泉堂町3-1 075-493-8811

金融 京都銀行 紫野支店 京都市北区紫野宮西町16-2 075-441-4121

金融 京都中央信用金庫 賀茂支店 京都市北区大宮東総門口町42番地 075-492-9211

金融 京都中央信用金庫 金閣寺支店 京都市北区衣笠天神森町38番地 075-461-8111

金融 京都中央信用金庫 北烏丸支店 京都市北区小山北上総町2番地の2 075-491-1221

金融 京都中央信用金庫 上堀川支店 京都市北区紫竹下本町20番地 075-493-1071

金融 京都中央信用金庫 紫野支店 京都市北区紫竹東栗栖町36番地の2 075-491-1170

金融 京都中央信用金庫 大将軍支店 京都市北区大将軍西町195番地 075-464-1171

金融 京都中央信用金庫 鷹峯出張所 京都市北区鷹峯藤林町6番地の268 075-493-6421

金融 京都信用金庫 北大路支店 京都市北区紫野雲林院町40番地 075-493-2111

金融 京都信用金庫 鞍馬口支店 京都市北区小山下総町40番地の11 075-441-5115

金融 京都信用金庫 北野支店 京都市北区北野上白梅町64番地 075-461-0111

金融 京都信用金庫 北山支店 京都市北区上賀茂岩ケ垣内町105番地 075-721-5111

金融 京都信用金庫 京信住宅ローンプラザ北山 京都市北区上賀茂岩ケ垣内町105番地 京都信用金庫 北山支店1階 0120-112-743

金融 京都信用金庫 紫竹支店 京都市北区紫竹東栗栖町35番地1 075-492-2221

金融 京都信用金庫 京信住宅ローンプラザ紫竹 京都市北区紫竹東栗栖町35番地1 京都信用金庫 紫竹支店1階 0120-345-033

金融 京都信用金庫 西賀茂支店 京都市北区大宮南田尻町23番地1 075-493-6711

薬局 アイセイ薬局 上堀川店 京都市北区紫竹下芝本町23 075-494-2677

薬局 おおみやゆう薬局 京都市北区大宮東小野堀町1 075-494-2350

薬局 にしがもゆう薬局 京都市北区大宮南田尻町58 075-495-1106

薬局 キタオオジゆう薬局 京都市北区小山北上総町4 075-495-1103

薬局 しんまちゆう薬局 京都市北区小山北大野町15 075-494-6886

薬局 紫野ゆう薬局 京都市北区紫野西藤ノ森町12-31 075-415-7671

薬局 大徳寺ゆう薬局 京都市北区紫野上築山町2-3 075-411-2124

薬局 加茂川ゆう薬局 京都市北区紫竹下ノ岸町21-1 075-494-3112

薬局 吉田薬局 大宮店 京都市北区大宮南椿原町48-3 075-492-5223

薬局 みのり薬局 北山 京都市北区上賀茂ケシ山1-46 075-706-6680

薬局 ローズタウン薬局 京都市北区上賀茂鯉ヶ垣内町46-1 シ-ズン・トダ1Ｆ 075-712-6636

薬局 あかり薬局 京都市北区小山南上総町74-1 075-411-9088

薬局 ヒラタ薬局 京都市北区小山初音町36 075-491-2051

薬局 クイーン薬局 京都市北区紫野東泉堂町12-6 075-493-1295

薬局 シチク薬局 京都市北区紫竹西南町66 075-493-8268

薬局 みやこ薬局 北山店 京都市北区紫竹東栗栖町49　ルミエール北山1Ｆ 075-493-8989

薬局 みやこ薬局 紫竹店 京都市北区紫竹牛若町30-3 075-494-3255

薬局 みやこ薬局 大宮店 京都市北区大宮南箱ノ井町20-2 075-494-2001

薬局 阪神調剤薬局 きぬがさ店 京都市北区平野上八丁柳町42-2 075-467-9501

酒、食品小売 高島商店 京都市北区紫野南舟岡町12-4 075-441-7744

接骨院・整骨院 まつもと接骨院 京都市北区上賀茂朝露ケ原町10-16 イーストリバーサイド101 075-723-3111

接骨院・整骨院 柴田接骨院 京都市北区小山花ノ木町54-44 075-493-6771

接骨院・整骨院 きたむら接骨院 京都市北区大将軍東鷹司町21 075-464-2895

接骨院・整骨院 大角接骨院 京都市北区大将軍東鷹司町117-3 075-464-4000

接骨院・整骨院 清水接骨院 京都市北区等持院南町58-44 075-463-2130

家電小売 マトバ電機 京都市北区大宮南山ノ前町37-1 075-493-0112

家電小売 精光電器（株） 京都市北区衣笠高橋町1 075-462-5151

家電小売 でんきの店ウィサーブ･ズチェーン寺ノ内店 京都市北区紫野中柏野町23-5 075-462-7123

家電小売 （株）ワットムセン 京都市北区紫野下門前町63 075-492-4666

家電小売 ＧＯＮＯ電気商会 京都市北区西賀茂山ノ森町43 075-493-6751

電気工事 中島電気 京都市北区紫野西野町25-12 075-492-9525

電気工事 (株)北山防災 京都市北区紫竹下髙才町6-9 075-493-2163

電気工事 高田電気(株) 京都市北区紫竹栗栖町43-1 075-205-5224

電気工事 日京堂 京都市北区小山元町59 075-491-9077

歯科医院 福井歯科医院 京都市北区北野上白梅町63-2 075-464-7700

歯科医院 森歯科医院 京都市北区衣笠総門町16-2 075-461-2800

歯科医院 藤本歯科医院 京都市北区小松原北町19-11 075-463-0218

歯科医院 社会保険京都病院　歯科口腔外科 京都市北区小山下総町27 075-441-6101

歯科医院 大河歯科医院 京都市北区紫野十二坊町27 075-465-2080

サービス業 合同会社あんばい 京都市北区北高橋町31-4 075-200-3367

サービス エムケイ株式会社 教習センター 京都市北区上賀茂西河原町1-1 075-757-6212

小売 セブン-イレブン 京都西賀茂店 京都市北区西賀茂水垣町11 075-492-5507

小売 セブン-イレブン 京都大宮北箱ノ井町店 京都市北区大宮北箱ノ井町28 075-495-9374

小売 セブン-イレブン 京都大宮総門口店 京都市北区大宮中総門口町14 075-495-7050

小売 フレスコ 御薗橋店 京都市北区大宮北椿原町４６番 075-494-3251

小売 フレスコ 北野白梅町店 京都市北区下白梅町37番地 075-466-2511

小売 フレスコ 千本鞍馬口店 京都市北区紫野十二坊町1-10 075-417-0251

小売 フレスコ 紫竹店 京都市北区紫竹西野山東町3番地 075-494-0051

小売 京都生活協同組合 コープにしがも 京都市北区大宮北椿原町54-1 075-492-1010
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小売 auショップ紫野 京都市北区紫野泉堂町1-1 075-493-2757

運輸業 ヤマト運輸(株) 京都上賀茂センター 京都市北区衣笠北荒見町4 0570-200-000

運輸業 ヤマト運輸(株) 京都紫竹センター 京都市北区衣笠北荒見町4 0570-200-000

運輸業 ヤマト運輸(株) 京都西賀茂センター 京都市北区衣笠北荒見町4 0570-200-000

運輸業 ヤマト運輸(株) 京都平野センター 京都市北区平野宮北町36 0570-200-000

運輸業 ヤマト運輸(株) 京都紫野センター 京都市北区平野宮北町36 0570-200-000

運輸業 ヤマト運輸(株) 京都衣笠センター 京都市北区衣笠北荒見町4 0570-200-000

運輸業 ヤマト運輸(株) 出雲路小山センター 京都市北区平野宮北町36 0570-200-000

旅客輸送 エムケイ株式会社 上賀茂営業所 京都市北区上賀茂西河原町1-1 075-722-3840

アミューズメント ＭＫボウル上賀茂 京都市北区上賀茂西河原町1-1 075-701-2131

金融 京都銀行 府庁出張所 京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町85-4　（庁内） 075-451-4666

金融 京都銀行 西陣支店 京都市上京区千本通元誓願寺上ル南辻町365 075-463-4141

金融 京都銀行 出町支店 京都市上京区今出川通寺町東入大宮町326番地 075-211-3561

金融 京都銀行 白梅町支店 京都市上京区今小路通七本松西入末之口町448番地5 075-461-9155

金融 京都中央信用金庫 北野支店 京都市上京区一条通御前通東入西町23番地 075-463-4311

金融 京都中央信用金庫 大宮寺ノ内支店 京都市上京区大宮通寺之内下ル花開院町110番地 075-414-2311

金融 京都中央信用金庫 出町支店 京都市上京区出町今出川上ル青龍町258番地 075-211-4101

金融 京都中央信用金庫 西陣支店 京都市上京区中立売通堀川西入役人町216番地の2 075-431-4311

金融 京都中央信用金庫 府庁前支店 京都市上京区西洞院通丸太町上ル夷川町396番地 075-255-6181

金融 京都信用金庫 西陣支店 京都市上京区千本通五辻下ル上善寺町108番地 075-432-1101

金融 京都信用金庫 丸太町支店 京都市上京区油小路通丸太町上ル米屋町301番地1 075-256-0014

薬局 アイセイ薬局 千本今出川店 京都市上京区今出川通千本西入南上善寺町165 グランドパレス北野東1Ｆ 075-466-2120

薬局 ポプリ薬局 上七軒店 京都市上京区今出川通六軒町西入西上善寺町179 075-462-1737

薬局 オオミヤ薬局 京都市上京区大宮通上立売上ル花開院町139-3 075-451-2929

薬局 ほりかわゆう薬局 京都市上京区堀川一条上ル晴明町811 OKABEビル1Ｆ 075-417-2723

薬局 寺の内ゆう薬局 京都市上京区室町通寺ノ内上ル下柳原南半町240-1 カーナハイツ1階Ｆ号室 075-441-8800

薬局 ライオン薬局 京都市上京区今出川通千本東入般舟院前町132 075-441-8230

薬局 みのり薬局 西陣 京都市上京区老松町103-117 075-466-1616

薬局 花ぐるま薬局 京都市上京区千本通寺之内下ル花車494 075-432-1520

薬局 第一薬局 京都市上京区西洞院通丸太町上ル夷川町388-3 ＧＣビル1Ｆ 075-241-2555

薬局 クオール薬局 二条城北店 京都市上京区丸太町通智恵光院西入中務町486 ヴィランセン丸太町1Ｆ 075-803-6189

薬局 ここから薬局 京都市上京区元誓願寺通智恵光院西入元中之町516-3 075-451-3220

接骨院・整骨院 さかじ整骨院 京都市上京区千本通一条上ル泰童片原町664-7 075-441-3335

接骨院・整骨院 白岩接骨院 京都市上京区丸太町通日暮西入上ﾙ西院町746-5 075-802-2488

卸売業 有限会社土田文庫店 京都市上京区竹屋町通松屋町西入藁屋町535-109 075-841-0831

鍼灸マッサージ 岡治療院 京都市上京区山本町102 075-431-0976

美容室 美容室ポケット 京都市上京区東町34-1スプレール北野1階 075-463-8257

ホテル業 京都ブライトンホテル 京都市上京区仕丁町330 075-441-4411

住設機器販売・施工 ほくさん京都サービスセンター 京都市上京区今出川通寺町西入北側 075-231-8653

家電小売 山下電機 京都市上京区御前通今出川上ル2丁目北町638 075-462-2901

家電小売 タキバ電機（株） 京都市上京区七本松通今小路下ル末之口町 075-463-8864

家電小売 柴田電機（株） 京都市上京区寺ノ内通浄福寺西入中猪熊町311 075-441-5131

電気工事 （株）ウェスコム 京都市上京区元誓願寺通浄福寺東入元中之町485 075-414-1351

電気工事 （株）創電 京都市上京区一条通千本東入伊勢殿構町274-1 075-432-0407

歯科医院 陳　歯科 京都市上京区紙屋川町1038 サンライズ北野2F 075-462-2460

歯科医院 中川歯科診療所 京都市上京区東堀川通出水入ル三町目13-1 075-451-4445

小売 セブン-イレブン 智恵光院上長者町店 京都市上京区上長者町裏門東入須浜町570 075-411-3770

小売 セブン-イレブン 京都西陣郵便局店 京都市上京区今出川通浄福寺西入北小路中之町206 075-411-8302

小売 セブン-イレブン 京都堀川今出川店 京都市上京区元誓願寺通東堀川東入西町447番地 075-414-7751

小売 セブン-イレブン 京都葵橋寺町店 京都市上京区寺町通今出川上る表町12-1 075-255-5737

小売 セブン-イレブン 京都烏丸丸太町西店 京都市上京区椹木町通衣棚西入今薬屋町328 075-223-3689

小売 セブン-イレブン 京都烏丸今出川店 京都市上京区今出川町319 075-411-8636

小売 セブン-イレブン 二条城北店 京都市上京区下立売千本東入ル下ル中務町486番20 075-801-1282

小売 フレスコ 堀川店 京都市上京区下立売通堀川西入西橋詰町290 075-813-5931

小売 フレスコ 御前店 京都市上京区御前通下立売下ル下之町415番地２ 075-803-0211

小売 フレスコ 河原町丸太町店 京都市上京区丸太町通河原町東入ル駒之町561-1 075-231-7211

小売 フレスコ 堀川今出川店 京都市上京区堀川通上立売下ル北舟橋町847－2 075-415-7501

小売 フレスコ 河原町今出川店 京都市上京区河原町通今出川下ル梶井町447-14 075-222-5811

小売 フレスコ 千本中立売店 京都市上京区千本通一条下ル二丁目仲御霊町65番 075-415-7211

小売 フレスコ 烏丸今出川店 京都市上京区今出川通室町東入今出川町313番地 075-415-7751

小売 フレスコ 飛鳥井店 京都市上京区今出川通堀川東入飛鳥井町258 075-417-0231

小売 カネマス乾商店 京都市上京区西堀川通下長者町上る奈良物町481 075-451-2520

サービス エムケイ石油株式会社 西陣営業所 京都市上京区元誓願寺通西堀川西入ル南側富小路町455 075-431-4074

金融 京都銀行 三宅八幡支店 京都市左京区岩倉三宅町364番20 075- 711-6211

金融 京都銀行 聖護院支店 京都市左京区岡崎徳成町27番地 075-762-3311

金融 京都銀行 下鴨支店 京都市左京区下鴨本町25 075-721-2211

金融 京都銀行 銀閣寺支店 京都市左京区浄土寺東田町57 075-771-4177

金融 京都銀行 高野支店 京都市左京区高野東開町21 075-781-8161

金融 京都銀行 百万遍支店 京都市左京区田中里ノ内町40 075- 711-3131

金融 京都銀行 修学院支店 京都市左京区山端壱町田町6-3 075-711-2161

京
都
市

上
京
区

京
都
市

北
区

京
都
市

左
京
区



業種 企業名 事業所名 住所 電話市町村

金融 京都銀行 下鴨ローン営業部 京都市左京区下鴨本町25 075-721-1501

金融 京都中央信用金庫 一乗寺支店 京都市左京区一乗寺宮ノ東町43番地 075-701-1121

金融 京都中央信用金庫 岩倉支店 京都市左京区岩倉忠在地町548番地 075-701-9111

金融 京都中央信用金庫 岡崎支店 京都市左京区岡崎入江町44番地 075-752-1881

金融 京都中央信用金庫 二軒茶屋支店 京都市左京区静市市原町659番地の2 075-741-1301

金融 京都中央信用金庫 下鴨支店 京都市左京区下鴨東本町15番地の2 075-702-2121

金融 京都中央信用金庫 修学院支店 京都市左京区修学院大林町3番地の3 075-722-7761

金融 京都中央信用金庫 銀閣寺支店 京都市左京区浄土寺上馬場町97番地 075-761-1291

金融 京都中央信用金庫 百万遍支店 京都市左京区田中飛鳥井町58番地 075-781-6131

金融 京都信用金庫 銀閣寺支店 京都市左京区浄土寺東田町43番地 075-761-3111

金融 京都信用金庫 修学院支店 京都市左京区修学院大林町2-1 075-711-1101

金融 京都信用金庫 京信住宅ローンプラザ修学院 京都市左京区修学院大林町2-1 京都信用金庫 修学院支店1階 0120-112-704

金融 京都信用金庫 岩倉支店 京都市左京区岩倉西五田町27番地 075-781-8171

金融 京都信用金庫 岩倉中町支店 京都市左京区岩倉中町397番地 075-712-3611

金融 京都信用金庫 下鴨支店 京都市左京区下鴨西本町33番地 075-701-2141

金融 京都信用金庫 百万遍支店 京都市左京区田中里ノ内町43番地 075-702-8052

農業協同組合 京都中央農業協同組合 岩倉支店 京都市左京区岩倉忠在地町218 075-781-8228

農業協同組合 京都中央農業協同組合 大原支店 京都市左京区大原野村町370 075-744-2236

農業協同組合 京都中央農業協同組合 市原野支店 京都市左京区静市市原町36-1 075-741-2471

農業協同組合 京都中央農業協同組合 花背支店 京都市左京区花背大布施町183 075-746-0211

薬局 しもがもゆう薬局 京都市左京区下鴨東本町26-3 075-724-9196

薬局 きたやまゆう薬局 京都市左京区下鴨南野々神町1-1 075-707-6881

薬局 らくほくゆう薬局 京都市左京区下鴨梅ノ木町46-1 075-706-3530

薬局 まつがさきゆう薬局 京都市左京区松ケ崎壱町田町4-1 075-705-3520

薬局 スマイル薬局 北白川店 京都市左京区北白川大堂町61 075-723-2077

薬局 クオール薬局 北白川店 京都市左京区北白川大堂町1-2 075-723-1689

薬局 クオール薬局 下鴨店 京都市左京区下鴨本町14 075-706-6489

薬局 ゆり・かな薬局 京都市左京区修学院薬師堂町5-2 075-707-9993

薬局 みのり薬局 岩倉 京都市左京区岩倉上蔵町87 075-721-3200

薬局 ファルコはやぶさ薬局 北白川店 京都市左京区一乗寺築田町100-3 075-741-8864

薬局 ファルコはやぶさ薬局 北山駅前店 京都市左京区下鴨狗子田町3番地4 075-708-5080

薬局 いわくらゆう薬局 京都市左京区岩倉中町225-1 075-724-6123

薬局 平塚薬局 岩倉 京都市左京区岩倉三宅町15-2 075-721-8844

薬局 平塚薬局 京都市左京区丸太町通川端東入下堤町78 075-771-1496

薬局 太田薬局 京都市左京区鹿ヶ谷上宮ノ前町20-2 075-761-6500

薬局 宇野薬局 京都市左京区浄土寺下馬場町106 075-771-1690

薬局 きんりん薬局HIT 京都市左京区岩倉忠在地町544 075-701-5934

薬局 ユタカ調剤薬局一乗寺 京都市左京区一乗寺高槻町18 075-706-2180

家具販売 （株）インテルナウエダ 京都市左京区一乗寺向畑町17 075ｰ781-3101

画材販売 （株）バックス画材 京都市左京区一乗寺樋ノ口町9 075-781-9105　

接骨院・整骨院 河村接骨療院 京都市左京区下鴨松原町29-11 075-791-0984

接骨院・整骨院 栗原接骨院 京都市左京区丸太町通川端東入東丸太町43-7 075-771-5090

接骨院・整骨院 岡島接骨院 京都市左京区松ケ崎久土町1-26 0774-21-4919

家電小売 （株）電化センターフジイ 京都市左京区岩倉花園町239-25 075-701-8968

家電小売 ヤマモトデンキ 京都市左京区上高野西氷室町11-17 075-721-3843

家電小売 島本電機工業所 京都市左京区浄土寺上馬場町20 075-761-0115

家電小売 門野電気システム（株） 京都市左京区田中西高原町25-12 075-701-1171

家電小売 （株）新栄電器 京都市左京区吉田下阿達町30-4 075-751-6556

家電小売 （株）なかじまでんき 京都市左京区岩倉忠在地町265-7 075-722-1031

家電小売 （株）京食 京都市左京区岩倉北池田町63 075-721-1217

電気工事 （有）エフメック 京都市左京区田中南大久保町1-56 075-706-8267

宿泊 エクシブ京都 八瀬離宮 京都市左京区八瀬野瀬町74番地1 075-707-2802

小売 セブン-イレブン 京都八瀬駅前店 京都市左京区八瀬野瀬町42-3 075-724-0150

小売 セブン-イレブン 京都田中上古川町店 京都市左京区田中上古川町6 075-724-2219

小売 セブン-イレブン 京都田中西高原町店 京都市左京区田中西高原町27番地 075-703-6767

小売 セブン-イレブン 京都下鴨膳部町店 京都市左京区下鴨膳部町6-1 075-703-0711

小売 セブン-イレブン 京都下鴨高木町店 京都市左京区下鴨高木町34番地 075-703-3525

小売 フレスコ 修学院店 京都市左京区山端壱町田町14-1 075-707-6951

小売 フレスコ 白川店 京都市左京区浄土寺下馬場町97-1 075-762-2151

小売 フレスコ 川端店 京都市左京区川端通二条下ル孫橋町21 075-762-2461

小売 フレスコ 上高野店 京都市左京区上高野諸木町36-3 075-706-8881

小売 フレスコ 北白川店 京都市左京区北白川山田町1番地 075-705-0111

小売 フレスコ 北山店 京都市左京区下鴨北芝町18-3 075-706-6551

小売 フレスコ 田中里ノ前店 京都市左京区田中里ノ内町23 075-706-5301

小売 フレスコ 岡﨑店 京都市左京区岡崎天王町51番3 075-754-0751

漬け物製造販売 京つけもの大安 京都市左京区岡崎南御所町45 075-602-3522

運輸業 ヤマト運輸(株) 京都一乗寺センター 京都市左京区一乗寺東杉ノ宮町45 0570-200-000

運輸業 ヤマト運輸(株) 京都岡崎センター 京都市左京区一乗寺東杉ノ宮町45 0570-200-000

運輸業 ヤマト運輸(株) 京都大原センター 京都市左京区静市市原町37-1 0570-200-000

運輸業 ヤマト運輸(株) 京都岩倉センター 京都市左京区静市市原町37-1 0570-200-000

運輸業 ヤマト運輸(株) 京都松ケ崎センター 京都市左京区岩倉幡枝町1250-2 0570-200-000

運輸業 ヤマト運輸(株) 京都下鴨センター 京都市左京区岩倉幡枝町1250-2 0570-200-000
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運輸業 ヤマト運輸(株) 京都高野センター 京都市左京区田中大久保町13 0570-200-000

サービス エムケイ石油株式会社 宝ヶ池営業所 京都市左京区岩倉南三宅町63 075-723-7801

サービス エムケイ石油株式会社 修学院南SS 京都市左京区高野泉町17-3 075-705-1344

サービス エムケイ石油株式会社 銀閣寺営業所 京都市左京区浄土寺馬場町11-2 075-771-1811

サービス カーセブン 出町柳店 京都市左京区田中関田町27 075-762-1221

金融 京都銀行 三条支店 京都市中京区三条通烏丸東入ル梅忠町9 075-211-0101

金融 京都銀行 京都市役所前支店 京都市中京区寺町通御池上ル上本能寺前町486番地の2 ジオグランデ寺町御池1階・2階 075-255-5811

金融 京都銀行 円町支店 京都市中京区西ノ京円町26番地 075-466-3811

金融 京都銀行 二条駅前支店 京都市中京区西ノ京栂尾町3番地14　（医師会館1階） 075-803-6655

金融 京都銀行 府庁前支店 京都市中京区丸太町通西洞院東入ル梅屋町166 075-221-7441

金融 京都中央信用金庫 西御池支店 京都市中京区御池通堀川東入森ノ木町208番地の2 075-211-1351

金融 京都中央信用金庫 千丸支店 京都市中京区聚楽廻中町27番地の37 075-811-1212

金融 京都中央信用金庫 丸太町支店 京都市中京区新烏丸通丸太町下ル東椹木町104番地 075-211-2301

金融 京都中央信用金庫 御池支店 京都市中京区寺町通御池下ル下本能寺前町500番地の1 075-231-6141

金融 京都中央信用金庫 円町支店 京都市中京区西ノ京円町31番地 075-802-2161

金融 京都中央信用金庫 三条支店 京都市中京区壬生朱雀町25番地の3 075-801-3161

金融 京都中央信用金庫 壬生支店 京都市中京区壬生森町26番地の25 075-842-1701

金融 京都信用金庫 河原町支店 京都市中京区河原町通二条下ル2丁目下丸屋町390番地の2 075-223-1515

金融 京都信用金庫 三条支店 京都市中京区三条通釜座西入ル釜座町11番地 075-221-7051

金融 京都信用金庫 壬生支店 京都市中京区壬生森前町2番地 075-841-6211

金融 京都信用金庫 京信住宅ローンプラザ壬生 京都市中京区壬生森前町2番地 京都信用金庫 壬生支店1階 0120-112-493

金融 京都信用金庫 円町支店 京都市中京区西ノ京南大炊御門町32番1 075-463-4111

金融 京都信用金庫 京信住宅ローンプラザ円町 京都市中京区西ノ京南大炊御門町32番1 京都信用金庫 円町支店1階 0120-112-486

金融 京都信用金庫 朱雀支店 京都市中京区壬生朱雀町7番5 075-821-1155

薬局 （株）スギ薬局 京都市役所前店 京都市中京区河原町通二条下ル2丁目下丸屋町397番地 YKJビル1階 075-256-8722

薬局 （株）スギ薬局 新京極店 京都市中京区新京極六角下ル中筋町490 京極72ビル 075-254-1414

薬局 （株）スギ薬局　 寺町店 京都市中京区寺町通三条下ル永楽町234番地 SKビル1階 075-254-7118

薬局 （株）スギ薬局　 二条店 京都市中京区西ノ京小堀町1番地4 075-813-1371

薬局 あい薬局 壬生店 京都市中京区壬生桧町13-11 075-326-3395

薬局 たんぽぽ薬局 五条御前店 京都市中京区壬生東高田町45-6 075-326-2771

薬局 ココカラファイン薬局 　 京都市中京区壬生西桧町8 075-325-5296

薬局 コスモス薬局 京都市中京区西ノ京小堀池町18-7 075-821-8080

薬局 ファーマシィ中央薬局 京都市中京区壬生東高田町44-1 075-323-6378

薬局 ファルコはやぶさ薬局 烏丸御池店 京都市中京区御池通柳馬場西入ル御所八幡町231 075-741-6181

薬局 ファルコはやぶさ薬局 四条烏丸店 京都市中京区烏丸通蛸薬師下ル手洗水町652 親友会烏丸ビル1F 075-708-7712

薬局 ファルコはやぶさ薬局 西大路店 京都市中京区西ノ京東中合町11 075-803-3981

薬局 みくら薬局 京都市中京区三条通室町東入ル御倉町63 075-255-3693

薬局 山田薬局 京都市中京区壬生上大竹町19 075-802-3156

薬局 保生堂薬局 京都市中京区丸太町通釜座東入梅屋町177 075-231-3397

薬局 チカタ薬局 京都市中京区三条通大宮東入御供町279 075-841-2048

薬局 日新薬局 　 京都市中京区壬生東高田町2-2 075-312-8257

薬局 阪神調剤薬局 二条店 京都市中京区西ノ京栂尾町1-1 075-803-2961

薬局 御所南ゆう薬局 京都市中京区新椹木町通竹屋町上ル西革堂町184 オクムラビル1F 075-741-6011

薬局 ファルコはやぶさ薬局 花園藤ノ木店 京都市中京区西ノ京藤ノ木町11 075-366-8500

薬局 株式会社ファルコファーマシーズ 京都市中京区河原町通二条上る清水町346番地 075-213-1621　

薬局 沼田薬品 京都市中京区仁王門町17 075-231-4490

薬局 あんず薬局 京都市中京区聚楽廻西町181-5 075-351-2993

薬局 おりーぶ薬局　六角 京都市中京区三条町349-2 075-746-3548

薬局 翔薬局御幸町薬局 京都市中京区御幸町通夷川下ル達磨町590 075-253-1950

薬局 太子道ゆう薬局 京都市中京区西ノ京南上合町72 075-813-0061

薬局 ろっかくゆう薬局 京都市中京区東洞院六角下御射山260-1F-D 075-254-5285

薬局 翔薬局おいけ薬局 京都市中京区麩屋町通御池上る上白山町264-1 075-256-8016

ヘルスケア産業 エーザイ（株） 京都コミュニケーションオフィス 京都市中京区烏丸通四条上ル笋町689 京都御幸ビル8階 075-211-2461

医薬品 中外製薬株式会社 京都支店 京都市中京区烏丸通錦小路上ル手洗水町659烏丸中央ビル７F 075-212-6090

日常生活サポート NPO法人ライフサポート 京都市中京区東洞院通錦小路下ル阪東屋町658番地 都証券ビル5階 075-231-6552

家電小売 （株）エース電化センター 京都市中京区西ノ京冷泉町138 075-802-3953

家電小売 京都電工（株） 京都市中京区二条通寺町東入榎木町75 075-211-7321

家電小売 （株）田中電器 京都市中京区旧二条通七本松南入西ノ京内畑町24 075-802-3165

家電小売 （有）フジモト電化 京都市中京区西ノ京南上合町82-27 075-821-2778

家電小売 かつや電気 京都市中京区壬生土居ノ内町41-14 075-313-3471

家電小売 日本防火産業（株） 京都市中京区松原通七本松東入ル壬生松原町36-13 075-314-0119

家電小売 前川電気商会 京都市中京区西ノ京内畑町29 075-811-3222

家電小売 ホームエレクいまい商店 京都市中京区油小路四条上ル藤本町552-2 075-223-5511

電気工事 （有）長野電気商会 京都市中京区壬生土居ノ内町32 075-312-6253

歯科医院 なかお七本松歯科クリニック 京都市中京区聚楽廻西町188-19-2 075-801-9822

歯科医院 斎藤歯科医院 京都市中京区壬生賀陽御所町3-1 京都幸ビル3F 075-811-5770

歯科医院 木村歯科医院 京都市中京区聚楽廻西町119 075-841-9525

鍼灸マッサージ ホヌ鍼灸マッサージ整骨院 京都市中京区壬生森前町16-9 075-311-6233

眼鏡・補聴器販売 有限会社和多田商店 京都市中京区十文字町432 075-221-4829

スポーツクラブ （株）オークウエルネスサービス 京都市中京区蛸薬師通烏丸東入一蓮社町293番地 077-255-1361

小売 セブン-イレブン・ジャパン 京都事務所 京都市中京区烏丸通六角下る七観音町630番地 読売京都ビル7F 075-231-7715
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小売 セブン-イレブン 京都大宮後院通店 京都市中京区四条通大宮西入錦大宮町116 075-812-5232 

小売 セブン-イレブン 京都烏丸錦店 京都市中京区烏丸通蛸薬師下る手洗水町660番 075-251-7110 

小売 セブン-イレブン 京都佐井通丸太町店 京都市中京区西ノ京中御門西町48 075-812-5006

小売 セブン-イレブン 烏丸御池店 京都市中京区烏丸通御池下る虎屋町566-1 075-255-5228

小売 フレスコ 三条店 京都市中京区壬生朱雀町1番地2 075-803-0731

小売 フレスコ 四条店 京都市中京区西洞院通四条上ル蟷螂山町４８１ 075-257-3553

小売 フレスコ 西大路店 京都市中京区西ノ京下合町27 075-803-5291

小売 フレスコ 丸太町店 京都市中京区衣棚通丸太町下ル玉植町223 075-257-1561

小売 フレスコ 烏丸店 京都市中京区烏丸通六角下ル七観音町637番地1－2 075-253-0361

小売 フレスコ 御池店 京都市中京区柳馬場通御池上ル虎石町52-1 075-222-6111

小売 フレスコ 新町御池店 京都市中京区新町通押小路下ル中之町51番地 075-222-5551

小売 フレスコ 壬生店 京都市中京区壬生淵田町15 075-823-8111

小売 東神実業株式会社 京都営業所 京都市中京区寺町通御池上ル上本能寺前474日宝御池ビル1F 075-256-3341

小売 キムラ 京都市中京区御池大宮西入神泉苑前 075-841-3148

小売 (株)Hibana(京都ペレット町家ヒノコ) 京都市中京区寺町通二条下ル榎木町98-7 075-241-6038

運輸業 ヤマト運輸(株) 京都堀川西センター 京都市中京区西ノ京塚本町14 0570-200-000

運輸業 ヤマト運輸(株) 京都河原町東センター 京都市中京区橋浦町223番地 0570-200-000

運輸業 ヤマト運輸(株) 柳馬場四条センター 京都市中京区瀬戸屋町468番地 0570-200-000

運輸業 ヤマト運輸(株) 京都御所南センター 京都市中京区御幸町通夷川上る松本町582 0570-200-000

運輸業 ヤマト運輸(株) 柳馬場御池センター 京都市中京区柳馬場通御池下る 柳八幡町75-1 0570-200-000

運輸業 ヤマト運輸(株) 京都にしきセンター 京都市中京区甲屋町396-1 0570-200-000

運輸業 ヤマト運輸(株) 京都京極センター 京都市中京区御幸町通三条上ル丸屋町332 0570-200-000

運輸業 ヤマト運輸(株) 京都二条センター 京都市中京区西洞院通御池上る押西洞院町600 0570-200-000

宅配便 佐川急便株式会社 京都営業所四条高倉ＳＣ 京都市中京区帯屋町574 075-222-1317

宅配便 佐川急便株式会社 京都（麩屋町）営業所 京都市中京区麩屋町通錦小路下る桝屋町509 075-256-0321

生命保険 明治安田生命保険(相) 京都支社 京都市中京区烏丸通御池上る二条殿町552 075-241-4811

保険業 株式会社ユメコム 京都市中京区蛸薬師通烏丸西入橋弁慶町227第12長谷ビル8Ｆ-Ａ 075-254-2233

医薬品卸 株式会社ケーエスケー 京都支店 京都市中京区西ノ京東中合町74 075-802-1500

飲食業 (有)堺萬 京都市中京区二条通室町西入大恩寺町248 090-1899-1385

飲食業 寿司半 京都市中京区西ノ京永本町21-36 075-801-3981

飲食 喫茶れもん 京都市中京区柳馬場通押小路上ル等持寺町28 075-241-0172

美容室 ヘアーメイク市川 京都市中京区観音堂町451 075-231-2839

美容室 Ｍｉｇｎｏｎ 京都市中京区西ノ京内畑町3-6 075-406-1277

印刷 日本写真印刷株式会社 京都市中京区壬生苑井町3 075-555-3550

金融 京都銀行 東山支店 京都市東山区広道通松原上ル辰巳町105 075-561-9167

金融 京都中央信用金庫 東五条支店 京都市東山区五条通大橋東入東橋詰町16番地 075-531-0141

金融 京都中央信用金庫 東山支店 京都市東山区三条通大橋東5丁目西海子町31番地 075-761-4171

金融 京都中央信用金庫 泉涌寺支店 京都市東山区泉涌寺門前町23番地4 075-531-5200

金融 京都信用金庫 東山支店 京都市東山区泉涌寺雀ケ森町3番地の4 075-561-6161

金融 京都信用金庫 祇園支店 京都市東山区広道通松原上ル4丁目毘沙門町36番地 075-561-4916

薬局 もみじ薬局 京都市東山区泉涌寺雀ヶ森町13-16 075-532-3315

薬局 ふたば薬局 京都市東山区妙法院前側町431 075-525-7700

薬局 ファーマシィ東山薬局 京都市東山区泉涌寺雀ヶ森町13-14 075-532-0666

薬局 双葉薬局 京都市東山区本町15-747-20 075-561-0171

薬局 清水薬局 京都市東山区松原通大和大路東入2丁目轆轤町80 075-561-5611

薬局 かも川薬局 いなり店 京都市東山区本町21-462-41 075-532-2310

薬局 ファルコはやぶさ薬局 三条店 京都市東山区三条大橋東入大橋町94-1F 075-762-0990

薬局 かも川薬局 京都市東山区宮川筋七丁目382番地の2 075-525-1070

薬局 やわらぎ薬局 京都市東山区本町22丁目492-20 075-533-6989

鍼灸 タゴモリ鍼灸整骨院 京都市東山区南西海子町441-2 075-533-0717

家電小売 石下電気商会 京都市東山区松原通大和大路東入弓矢町67 075-561-8738

家電小売 片山電機 京都市東山区東大路四条下ル月見町3 075-561-5997

家電小売 平山電機商会 京都市東山区本町20丁目 075-561-1483

電気工事 （有）大市 京都市東山区鞘町通五条下ル3丁目豊浦町329-14 075-541-8552

小売 セブン-イレブン 京都東山安井店 京都市東山区東大路松原上ル3丁目毘沙門町43-2 075-525-2057

小売 フレスコ 祇園店 京都市東山区川端通四条下ル宮川筋一丁目229 075-532-2671

小売 フレスコ 今熊野店 京都市東山区今熊野椥ノ森町7 075-532-0071

小売 フレスコ 東山安井店 京都市東山区玉水町72 075-551-5881

小売 フレスコ 東山三条店 京都市東山区三条通南三筋目西入進之町584番 075-533-8601

運輸業 ヤマト運輸(株) 東山三条センター 京都市東山区三条通大橋東入四丁目七軒町20-2 0570-200-000

宅配便 佐川急便株式会社 京都営業所祇園ＳＣ 京都市東山区祇園町570-189 075-681-8181

サービス エムケイ株式会社 祇園のりば 京都市東山区林下町

飲食 リトルドラゴン 京都市東山区本町12丁目225 075-551-3155

美容室 ヘアースタジオRYU 京都市東山区五条橋東6-506　 075-525-0391

美容室 リオ美容室 京都市東山区泉涌寺雀ケ森町5-12 075-551-3392

旅館 旅館　元奈古 京都市東山区高台寺ねねの道鷲尾町511 075-561-2087

金融 京都銀行 山科小野支店 京都市山科区小野鐘付田町122番地 075-575-2020

金融 京都銀行 山科支店 京都市山科区竹鼻竹ノ街道町24 075-581-5151

金融 京都銀行 山科中央支店 京都市山科区椥ノ辻池尻町14-1 075-591-2211

金融 京都銀行 西山科支店 京都市山科区西野八幡田町28-3 075-581-1411
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金融 京都中央信用金庫 南山科支店 京都市山科区勧修寺東出町32番地 075-571-1331

金融 京都中央信用金庫 山科支店 京都市山科区竹鼻竹ノ街道町92番地 075-581-8101

金融 京都中央信用金庫 西野支店 京都市山科区西野岸ノ下町25番地の4 075-501-8111

金融 京都中央信用金庫 西野山支店 京都市山科区西野山射庭ノ上町290番地の1 075-501-6331

金融 京都中央信用金庫 山科中支店 京都市山科区東野片下り町68番地 075-594-6711

金融 京都中央信用金庫 御陵支店 京都市山科区御陵鴨戸町51番地 075-593-2222

金融 京都信用金庫 山科支店 京都市山科区椥辻草海道町38番地の26 075-581-5144

金融 京都信用金庫 京信住宅ローンプラザ山科 京都市山科区椥辻草海道町38番地の26 京都信用金庫 山科支店1階 0120-660-325

金融 京都信用金庫 北山科支店 京都市山科区厨子奥若林町67番地 075-501-3251

金融 京都信用金庫 西山科支店 京都市山科区川田土仏23番地2 075-501-3681

薬局 （株）スギ薬局 山科店 京都市山科区竹鼻堂ノ前町40-1 第一ビル 075-583-3500

薬局 （株）スギ薬局 山科椥辻店 京都市山科区椥辻西潰20番地1 阪急オアシス山科店内 075-582-9551　

薬局 ナカノ薬局 大塚店 京都市山科区大塚森町15 075-384-1210

薬局 ナカノ薬局 本店 京都市山科区西野今屋敷町27-4 075-593-5151

薬局 おれんじ薬局 京都市山科区音羽八ノ坪55-15 075-583-0446

薬局 こすも薬局 京都市山科区安朱南屋敷町35 075-583-1077

薬局 みやこ薬局 マツヤスーパー店 京都市山科区竹鼻地蔵寺南町9-1 075-583-6155

薬局 みやこ薬局 山科店 京都市山科区竹鼻西ノ口町63　アルブル1F 075-582-0385

薬局 みやこ薬局 本店 京都市山科区竹鼻四丁野町23-16 075-595-8051

薬局 みやこ薬局 薬大前店 京都市山科区御陵中内町38-55　グランド・ワーク御陵1Ｆ 075-582-7008

薬局 リジョイス薬局 山科店 京都市山科区安朱南屋敷町3-30 075-593-3130

薬局 ゆり薬局 京都市山科区音羽八ノ坪55-17 075-583-1160

薬局 山科シティ薬局 京都市山科区椥辻中在家町17 075-502-2731

薬局 岩崎薬局 京都市山科区音羽草田町1-5 075-593-9255

薬局 さくら薬局 京都山科駅前店 京都市山科区竹鼻竹ノ街道町９２　Ｃ－１０１ 075-583-2690

薬局 山路薬局 山科店 京都市山科区上野御所ノ内町10-4　ル・クレヨン・ルージュ１階 075-632-8660 

接骨院・整骨院 おかだ接骨院 京都市山科区北花山中道町35-3 075-595-8787

接骨院・整骨院 江馬整骨院 京都市山科区音羽前出町38-8 075-501-2040

接骨院・整骨院 おおやけ整骨院 京都市山科区大宅鳥井脇町3 アーバンハウス1F 075-201-9621

接骨院・整骨院 おかむら接骨院 京都市山科区東野舞台町29-3 075-581-1796

あん摩 あやべ鍼灸治療院 京都市山科区日ﾉ岡鴨土町49-6 075-334-5877

鍼灸 リクリー総合鍼灸高倉 京都市山科区椥辻番所ヶ口町3-5 075-591-5703

鍼灸 久保鍼灸治療院 京都市山科区御陵血洗町 50-4 075-594-6600

鍼灸 福岡鍼灸院 京都市山科区北花山大林町88-31 075-594-5182

訪問マッサージ ヘルスケア施術所 京都市山科区竹鼻堂ﾉ前町24-6 075-591-3749

流通 （株）マツヤスーパー 本店 京都市山科区西野山中鳥井町63 075-501-3388

家電小売 （株）ニシタニ 京都市山科区西野山中鳥井町61-3 075-594-7319

家電小売 （株）ニシタニ 京都市山科区御陵四丁野町27 075-581-7155

家電小売 フジワラ電器 京都市山科区小山北溝町10-5 075-593-0033

家電小売 坂本電工 京都市山科区音羽八ノ坪7-1 075-592-0062

電気工事 長谷川電気商会 京都市山科区大塚元屋敷町13-40 075-591-2566

電気工事 藤田電気工事（株） 京都市山科区東野南井ノ上町2-25 075-592-9576

電気工事 （有）溝口テレビ 京都市山科区東野八代5-23 075-591-9301

電気工事 アールサービス株式会社 京都市山科区日ノ岡石塚町19番地13 075-581-1110

電気工事 (株)エキップ関西 京都市山科区小山北溝町41-11 075-502-0655

電気工事 (株)イコー 京都市山科区小野葛龍尻町18 075-571-8077

電気保守管理 笠永電気管理事務所 京都市山科区東野南井ノ上町14-36 075-593-3116

小売 セブン-イレブン 京都山科百々町店 京都市山科区西野山百々町210番地 075-501-1506

小売 セブン-イレブン 京都山科今屋敷町店 京都市山科区西野今屋敷町6-6 075-501-1750

小売 セブン-イレブン 西野八幡田町店 京都市山科区西野八幡田町29-2 075-582-4880

小売 セブン-イレブン 山科勧修寺店 京都市山科区勧修寺御所内町22-1 075-573-1118

小売 セブン-イレブン 京都山科小山店 京都市山科区小山鎮守町19-7 075-502-3311

小売 セブン-イレブン 山科外環小野店 京都市山科区小野鐘付田町5-3 075-574-2417

小売 セブン-イレブン 京都山科椥辻店 京都市山科区椥辻草海道町44-2 075-591-7112

小売 セブン-イレブン 山科東野舞台町店 京都市山科区東野舞台町77-2 075-502-1351

小売 セブン-イレブン 京都山科打越町店 京都市山科区栗栖野打越町39-3 075-502-0156

小売 セブン-イレブン 山科日ノ岡店 京都市山科区日ノ岡朝田町15-1 075-592-6577

小売 フレスコ 勧修店 京都市山科区勧修寺西栗栖野町225番地 075-595-3371

小売 フレスコ 北花山店 京都市山科区北花山横田町10番地3 075-582-3101

小売 フレスコ 西野店 京都市山科区西野今屋敷町56 075-583-5161

小売 フレスコ 山科店 京都市山科区音羽野田町20番地 075-583-5971

小売 フレスコ 大宅店 京都市山科区大塚西浦町37番地2 075-583-5981

小売 フレスコ 川田店 京都市山科区川田菱尾田13番 075-582-8851

小売 auショップ山科三条 京都市山科区御陵大津畑町22-8 075-501-2727

運輸業 ヤマト運輸(株) 京都御陵センター 京都市山科区西野今屋敷町11-13-15 0570-200-000

運輸業 ヤマト運輸(株) 京都音羽センター 京都市山科区西野今屋敷町11-13-15 0570-200-000

運輸業 ヤマト運輸(株) 京都勧修寺センター 京都市山科区勧修寺東金ケ崎町65 0570-200-000

運輸業 ヤマト運輸(株) 京都東野センター 京都市山科区勧修寺東金ケ崎町65 0570-200-000

宅配便 佐川急便株式会社 山科営業所 京都市山科区勧修寺東出町56 075-604-2700

旅客輸送 エムケイ株式会社 山科営業所 京都市山科区西野小柳町7-11 075-593-2141

サービス エムケイ石油株式会社 セルフMK醍醐小野SS 京都市山科区小野西浦47 075-571-6669

サービス エムケイ石油株式会社 セルフMK山科ボウル前SS 京都市山科区西野楳本町108-3 075-583-5776
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サービス エムケイ石油株式会社 京都東I.C営業所 京都市山科区東野中井ノ上町13-29 075-582-0071

サービス ドコモショップ 山科店 京都市山科区西野楳本町110-4 075-594-2415

サービス ローソン ＭＫ山科ボウル前 京都市山科区西野楳本町112‐4 075-583-5763

不動産 株式会社　インサイトハウス 本社 京都市山科区西野楳本町10番地4 075-592-9000　

不動産 株式会社　インサイトハウス 山科駅前店 京都市山科区竹鼻竹ノ街道町92ラクト山科C-1F 075-501-5100　

不動産 センチュリー21インサイトホーム 山科店 京都市山科区椥辻番所ケ口町45番地12インサイトコート椥辻1階 075-582-8870

飲食 カフェアンドグリル木船 京都市山科区竹鼻竹ノ街道町91ラクト地下1階 075-591-9595

美容室 コウヤヘアデザイン 京都市山科区御陵鳥ﾉ向町23-8 075-644-7367

美容室 こんどう美容室 京都市山科区竹鼻ｻｲｶｼ町3 075-581-0574

理容 ヘアーサロンムツミ 京都市山科区西野今屋敷町50-11 075-501-2390

金融 京都銀行 本店 京都市下京区烏丸通松原上ル薬師前町700 075-361-2211 

金融 京都銀行 京都駅前支店 京都市下京区烏丸通七条下ル東塩小路町731　（京都銀行京都駅前ビル） 075-371-5111

金融 京都銀行 本店ローン営業部 京都市下京区烏丸通松原上ル薬師前町700 本店東館1階 075-361-2208

金融 京都銀行 京銀コンサルティングプラザ 京都市下京区烏丸通松原上ル薬師前町700 本店東館1階 075-361-2600

金融 京都銀行 河原町支店 京都市下京区河原町通五条上ル安土町612 075-351-8636

金融 京都銀行 四条支店 京都市下京区四条通寺町西入ル奈良物町376 075-221-7666

金融 京都銀行 大宮支店 京都市下京区四条通猪熊東入ル唐津屋町510 075-841-5306

金融 京都銀行 七条支店 京都市下京区七条通大宮東入ル大工町107 075-371-6161

金融 京都銀行 西七条支店 京都市下京区西七条北衣田町49番地2 075-315-2111

金融 京都中央信用金庫 大宮支店 京都市下京区大宮通松原下ル西側下五条町448番地の2 075-341-5311

金融 京都中央信用金庫 駅前支店 京都市下京区烏丸通七条下ル東塩小路町734番地 075-361-2181

金融 京都中央信用金庫 四条支店 京都市下京区四条通寺町西入奈良物町367番地 075-211-6141

金融 京都中央信用金庫 本店営業部 京都市下京区四条通室町東入函谷鉾町91番地 075-223-2525

金融 京都中央信用金庫 西八条支店 京都市下京区七条御所ノ内本町87番地 075-312-1711

金融 京都中央信用金庫 市場支店 京都市下京区朱雀北ノ口町59番地 075-311-6227

金融 京都中央信用金庫 丹波口出張所 京都市下京区西新屋敷下之町2番地 075-343-5411

金融 京都中央信用金庫 堀川支店 京都市下京区堀川通四条下ル四条堀川町262番地 075-241-2111

金融 京都信用金庫 本店 京都市下京区四条通柳馬場東入立売東町7番地 075-211-2111

金融 京都信用金庫 京信住宅ローンプラザ 京都市下京区四条通柳馬場東入ル立売東町7番地 京都信用金庫 本店ビル1階 0120-501-230

金融 京都信用金庫 西大路支店 京都市下京区西七条南衣田町86番地 075-312-1555

金融 京都信用金庫 京信住宅ローンプラザ西大路 京都市下京区西七条南衣田町86番地 京都信用金庫 西大路支店1階 0120-112-674

金融 京都信用金庫 七条支店 京都市下京区七条通大宮東入ル大工町114番地の2 075-341-2131

金融 三井住友信託銀行 京都支店 京都市下京区烏丸通四条下ル水銀屋町612番地 075-211-7111

薬局 室町ゆう薬局 京都市下京区室町通綾小路下ル白楽天町502 福井ビル1F 075-352-0881

薬局 西洞院ミント調剤薬局 京都市下京区西洞院通七条上ル鍛冶屋町439 075-342-3918

薬局 おひさま薬局 京都市下京区高辻通大宮西入坊門町830-6 メゾンフォンティーヌ1F 075-822-9623

薬局 さくら薬局 京都西大路七条店 京都市下京区西七条南衣田町4-2 075-326-0265

薬局 ダイガク薬局 四条 京都市下京区新町通四条下ル四条町343-1 タカクラビル1F 075-353-1308

薬局 ファルコはやぶさ薬局 七条店 京都市下京区西七条南中野町11 075-326-2930

薬局 松井調剤薬局 しんまち 京都市下京区五条通新町東入東錺屋町164 075-341-4193

薬局 西村薬局 京都市下京区河原町五条上東側 075-351-3747

建築業 有限会社山栄 京都市下京区西七条南衣田町5-1 075-325-1123

建設業 須賀工業株式会社 京都支店 京都市下京区四条通柳馬場西入立売中之町99　4階 075-221-9001

美容室 医療美容室ReM medical hair care 京都市下京区五坊大宮町73-1 075-813-3114

鍼灸院 誠心堂　にのみや鍼灸院 京都市下京区四条堀川町264-4　ハイネス堀川2F 090-9403-8870

鍼灸 高島大二鍼灸院 京都市下京区西七条御領町17-2-101 075-314-7858

マッサージ 株式会社マジックハンド治療院 京都市下京区西境町１６２ 075-361-4300

公衆浴場 梅湯 京都市下京区岩滝町１７５ 080-2523-0626

飲食業 和 京都市下京区七条大宮西入西酢屋町10 075-353-5181

着物加工 都舞手 合同会社 京都市下京区油小路通松原下ル樋口町315-1 075-361-9373

不動産業 株式会社大生産業京都 京都市下京区七条通烏丸西入東境町172ネオヒルズ3F 075-371-3456

不動産業 若山不動産 京都市下京区仏光寺通御幸町西入大黒町277 075-343-1355

団体 全国ハンディキャブ美樹の会 京都市下京区杉屋町284 サンシャトウＹＭＤ503 075-313-5677

接骨院・整骨院 林接骨院 京都市下京区四条通鳥丸西入月鉾町55 四条ISビル6階 075-255-4346

家電小売 （株）電化チェリー 京都市下京区西酢屋町2 075-371-0535

家電小売 五条電機 七条店 京都市下京区大宮通七条上ル大宮3丁目6 075-371-0700

家電小売 （株）でんきの大京チェ－ン 本店 京都市下京区西七条北西野町38-4 075-313-7136

電気工事 新栄電気工業（株） 京都市下京区中堂寺北町30 075-312-6161

電気工事 NEOでんき 京都市下京区西七条掛越町57-21 075-321-7626

電気工事 市川電気工業株式会社 京都市下京区柳馬場通高辻上ル万里小路町178 075-351-3992

歯科医院 竹内歯科医院 京都市下京区四条下ル四条大宮町2 日本生命四条大宮ビル2F 075-841-8211

歯科医院 高橋歯科診療所 京都市下京区西洞院仏光寺760-1 075-343-3772

歯科医院 黒田歯科クリニック 京都市下京区西洞院五条下ル小柳町513-2　五条久保田ビル2階 075-741-6557

歯科医院 平野歯科医院 京都市下京区四条通西洞院東入新釜座町716　四条平野ビル3F 075-221-4934

歯科医院 医療法人健進会　林歯科診療所 京都市下京区朱雀宝蔵町14 075-313-0024

設計 （株）アトリエ創建築設計 京都市下京区四条通新町東入月鉾町39-2 祥栄ビル8階 075-211-1134

医薬品 大塚製薬株式会社 京都支店 京都市下京区仏光寺通烏丸東入上柳町310 太陽生命京都ビル5F 075-343-5541

小売 セブン-イレブン 京都七条大宮店 京都市下京区御器屋町56 075-351-1202 

小売 セブン-イレブン 京都西大路花屋町店 京都市下京区西七条掛越町64 075-323-3828  

小売 セブン-イレブン 京都阪急大宮駅南店 京都市下京区大宮通綾小路下ル綾大宮町41 075-802-5979 

小売 セブン-イレブン 京都烏丸六条店 京都市下京区烏丸通北町182 075-343-6669
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小売 セブン-イレブン 京都東洞院七条店 京都市下京区東洞院通七条下ル塩小路町523 075-351-5132

小売 セブン-イレブン 烏丸五条店 京都市下京区東洞院通五条下ル下万寿寺町500 075-371-3770

小売 セブン-イレブン 京都駅八条口店 京都市下京区東塩小路釜殿町31-1 075-671-5677

小売 セブン-イレブン 下京区役所前店 京都市下京区木津屋橋通油小路東入南町577 075-351-0278

小売 セブン-イレブン 京都河原町高辻店 京都市下京区河原町通松原上ル清水町277 075-352-4488

小売 セブン-イレブン 京都リサーチパーク店 京都市下京区中堂寺粟田町93 075-315-3737

小売 フレスコ 五条店 京都市下京区五条通高倉西入万寿寺町150 075-354-3131

小売 フレスコ 寺町店 京都市下京区寺町仏光寺下ル恵美須之町524 075-353-2491

小売 フレスコ 大宮店 京都市下京区大宮通四条下ル四条大宮町19 075-813-8971

小売 フレスコ 五条西洞院店 京都市下京区若宮通五条下ル毘沙門町33番地１ 075-353-9751

小売 フレスコ 七条店 京都市下京区西七条北衣田町49-1 075-323-6151

百貨店 株式会社髙島屋 京都店 京都市下京区四条通河原町西入真町52 075-221-8811

運輸業 ヤマト運輸(株) 新町花屋町センター 京都市下京区新町通六条下ル艮町860 0570-200-000

運輸業 ヤマト運輸(株) 京都駅前センター 京都市下京区油小路通魚ノ棚下る油小路町308 0570-200-000

運輸業 ヤマト運輸(株) 大宮七条センター 京都市下京区上之町416-2 0570-200-000

運輸業 ヤマト運輸(株) 京都室町センター 京都市下京区室町通仏光寺上ル白楽天町5141F 0570-200-000

運輸業 ヤマト運輸(株) 京都仏光寺前センター 京都市下京区仏光寺通柳馬場西入東前町399番地 0570-200-000

運輸業 ヤマト運輸(株) 河原町七条センター 京都市下京区万屋町399 0570-200-000

運輸業 ヤマト運輸(株) 五条室町センター 京都市下京区坂東屋町269ブーヘラ烏丸1F 0570-200-000

運輸業 ヤマト運輸(株) 四条堀川センター 京都市下京区本柳水町771 0570-200-000

運輸業 ヤマト運輸(株) 京都寺町センター 京都市下京区寺町通松原上る京極町502 0570-200-000

運輸業 ヤマト運輸(株) 四条大宮センター 京都市下京区大宮通四条下ル四条大宮町27-5 0570-200-000

運輸業 ヤマト運輸(株) 京都市場センター 京都市下京区朱雀宝蔵町31 0570-200-000

運輸業 ヤマト運輸(株) 高辻西洞院センター 京都市下京区高辻西洞院町801-3 0570-200-000

運輸業 ヤマト運輸(株) 五条烏丸センター 京都市下京区松原通烏丸東入南側俊成町446-2 0570-200-000

アミューズメント シエル四条烏丸 京都市下京区四条新町東入る月鉾町50 075-212-3577

サービス エムケイ石油株式会社 西本願寺前営業所 京都市下京区七条堀川西入ル八百屋町1 075-343-1350

金融 京都銀行 ダイレクトバンキングセンター 京都市南区上鳥羽南塔ノ本町25 075-682-2291

金融 京都銀行 吉祥院支店 京都市南区吉祥院這登西町49 075-672-1911

金融 京都銀行 久世支店 京都市南区久世殿城町32 075-932-5511

金融 京都銀行 九条支店 京都市南区東寺東門前町1番地 075-691-2101

金融 京都銀行 東九条支店 京都市南区東九条西札ノ辻町46 075-691-3811

金融 京都中央信用金庫 上鳥羽支店 京都市南区上鳥羽北島田町120番地 075-681-4451

金融 京都中央信用金庫 久世支店 京都市南区久世殿城町427番地の1 075-934-1321

金融 京都中央信用金庫 葛野支店 京都市南区吉祥院宮ノ西町1番地 075-321-7111

金融 京都中央信用金庫 吉祥院支店 京都市南区吉祥院池ノ内町2番地 075-681-8571

金融 京都中央信用金庫 東寺支店 京都市南区西九条川原城町12番地 075-672-2111

金融 京都中央信用金庫 八条口支店 京都市南区東九条西山王町31番地 075-681-2121

金融 京都中央信用金庫 十条支店 京都市南区東九条南石田町38番地の2 075-681-3711

金融 京都中央信用金庫 九条支店 京都市南区四ツ塚町36番地 075-681-8341

金融 京都信用金庫 九条支店 京都市南区東九条烏丸町5番地 075-691-7125

金融 京都信用金庫 京信住宅ローンプラザ九条 京都市南区東九条烏丸町5番地 京都信用金庫 九条支店1階 0120-112-497

金融 京都信用金庫 吉祥院支店 京都市南区吉祥院九条町25番地 075-691-8191

金融 京都信用金庫 上鳥羽支店 京都市南区吉祥院観音堂南町4番地の3 075-681-1251

金融 京都信用金庫 十条支店 京都市南区上鳥羽高畠町65番地 075-691-9877

農業協同組合 農業協同組合中央会 京都市南区東九条西山王町1番地 075-681-4323

農業協同組合 信用農業協同組合連合会 京都市南区東九条西山王町1番地 075-681-2412

農業協同組合 全国共済農業協同組合連合会 本部 京都市南区東九条西山王町1番地 075-681-5041

農業協同組合 全国農業協同組合連合会本部 京都市南区東九条西山王町1 075-681-4323

農業協同組合 京都中央農業協同組合 久世支店 京都市南区久世大薮町151 075-921-2166

薬局 あゆみ薬局　 京都市南区吉祥院御池町22 075-681-2977

薬局 おりーぶ薬局 京都市南区唐橋大宮尻町5-1 075-671-5818

薬局 サンタ薬局 京都市南区東九条南松ノ木町1-1 075-672-0728

薬局 石原薬局 京都市南区唐橋羅城門町5 075-691-5423

薬局 みなみ薬局 京都市南区西九条島町40 075-694-5636

流通 イオンリテール（株） 洛南店 京都市南区吉祥院御池町31番地 075-692-4560

接骨院・整骨院 安田接骨院 京都市南区上鳥羽南村山町3 075-691-6514

接骨院・整骨院 接骨院鍼灸院 宝 京都市南区上鳥羽南島田町56 075-200-6980

鍼灸 げんき鍼灸整骨院 京都市南区唐橋堂ノ前町5-2 075-692-3133 

鍼灸 きただ治療院 京都市南区梅小路通大宮東入古御旅町 223 075-672-5576

家電小売 （株）フジデンキ十条店 京都市南区唐橋南琵琶町19-7 075-661-5377

家電小売 （株）ライフポケット九条店 京都市南区唐橋羅城門町6 075-691-8232

電気工事 （有）アイ工房 京都市南区吉祥院石原町10-13 075-662-2870

電気工事 晶和電気工業（株） 京都市南区上鳥羽北島田町28 075-661-7048

電気工事 （株）大西電装 京都市南区久世大薮町270番地 075-934-2624

歯科医院 竹原歯科医院 京都市南区吉祥院中河原里西町34　水野ビル3階 075-314-1801

歯科医院 上田歯科医院 京都市南区吉祥院八反田町19-5 075-691-1266

製薬・医薬品 日本新薬（株） 京都市南区吉祥院西ノ庄門口町14 075-321-9126

小売 セブン-イレブン 京都上鳥羽南鉾立町店 京都市南区上鳥羽南鉾立町53 075-671-3032  

小売 セブン-イレブン 京都吉祥院中河原店 京都市南区吉祥院中河原里西町15 075-321-6887

小売 セブン-イレブン 京都油小路九条店 京都市南区西九条東島町29-1 075-662-0040
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小売 セブン-イレブン 京都八条通東店 京都市南区東九条西岩本町16番 075-681-1007 

小売 セブン-イレブン 唐橋芦辺町店 京都市南区唐橋芦辺町16-2 075-662-1208

小売 セブン-イレブン 京都唐橋川久保 京都市南区唐橋川久保町38-2 075-691-0910

小売 セブン-イレブン 京都中久世4丁目店 京都市南区久世中久世町4丁目14-1 075-934-0661

小売 フレスコ 東寺店 京都市南区西九条東比永城町80 075-661-9661

小売 フレスコ 九条店 京都市南区唐橋堂ノ前町17 075-692-3531

小売 フレスコ 八条店 京都市南区吉祥院西ノ庄西中町1-2 075-316-6211

小売 京滋ヤクルト販売株式会社 宅配営業部　 京都市南区久世築山町250 075-931-8960

運輸業 ヤマト運輸(株) 東山五条センター 京都市南区上鳥羽金仏44 0570-200-000

運輸業 ヤマト運輸(株) 京都西七条センター 京都市南区吉祥院西ノ庄西中町37-1 0570-200-000

運輸業 ヤマト運輸(株) 京都中堂寺センター 京都市南区吉祥院西ノ庄西中町37-1 0570-200-000

運輸業 ヤマト運輸(株) 京都九条センター 京都市南区上鳥羽仏現寺町38 0570-200-000

運輸業 ヤマト運輸(株) 京都上鳥羽センター 京都市南区上鳥羽仏現寺町38 0570-200-000

運輸業 ヤマト運輸(株) 京都八条センター 京都市南区上鳥羽仏現寺町38 0570-200-000

運輸業 ヤマト運輸(株) 京都中久世センター 京都市南区久世中久世町3-58 0570-200-000

運輸業 ヤマト運輸(株) 京都吉祥院センター 京都市南区吉祥院稲葉町24 0570-200-000

運輸業 ヤマト運輸(株) 京都川島センター 京都市南区久世中久世町3-58 0570-200-000

運輸業 ヤマト運輸(株) 京都向日センター 京都市南区久世中久世町3-58 0570-200-000

運輸業 ヤマト運輸(株) 京都もずめセンター 京都市南区久世中久世町3-58 0570-200-000

宅配便 佐川急便株式会社 京都営業所 京都市南区上鳥羽角田町68 075-681-8181

旅客輸送 エムケイ株式会社 国道十条営業所 京都市南区上鳥羽北花名町1-1 075-693-5755

旅客輸送 エムケイ株式会社 本社 京都市南区西九条東島町63-1 075-555-3132

旅客輸送 都タクシー株式会社 京都市南区上鳥羽塔ノ本30-2 075-671-6101　

サービス エムケイ株式会社 京都駅八条口のりば 京都市南区東九条上殿田町

サービス エムケイ石油株式会社 上鳥羽営業所 京都市南区上鳥羽北花名町1-1 075-682-3551

サービス エムケイ石油株式会社 本社 京都市南区西九条東島町63-1 075-681-8501

医薬品卸 株式会社ケーエスケー 京都南支店 京都市南区西九条東柳ノ内町47-１ 075-693-3440

飲食 喫茶やまぐち 京都市南区東九条河辺町1 075-671-6534

ホテル 新・都ホテル 京都市南区西九条院町17 075-662-7931

フィットネスクラブ 株式会社ノーザンライツ・コーポレーション 京都テルサフィットネスクラブ 京都市南区東九条下殿田町70　西館4階 075-692-3464

金融 京都銀行 太秦安井支店 京都市右京区太秦安井馬塚町18番地8 075-802-5111

金融 京都銀行 帷子ノ辻支店 京都市右京区太秦帷子ヶ辻町35番9 075-861-1511

金融 京都銀行 北桑支店 京都市右京区京北周山町東丁田3-2 075-852-0007

金融 京都銀行 西院支店 京都市右京区西院巽町38-2 075-311-1191

金融 京都銀行 西五条企業会館支店 京都市右京区西院東中水町17　（中小企業会館内） 075-321-5511

金融 京都銀行 嵯峨支店 京都市右京区嵯峨天竜寺今堀町22-6 075-861-1581

金融 京都銀行 常盤支店 京都市右京区常盤馬塚町15-8 075-881-8141

金融 京都銀行 西京極支店 京都市右京区西京極西池田町13-3 075-311-2277

金融 京都銀行 西四条支店 京都市右京区山ノ内池尻町1-1 075-321-0101

金融 京都中央信用金庫 太秦支店 京都市右京区太秦組石町8番地の1 075-871-4111

金融 京都中央信用金庫 常盤支店 京都市右京区太秦中筋町12番地の1 075-864-3111

金融 京都中央信用金庫 梅津支店 京都市右京区梅津徳丸町4番地の1 075-881-8131

金融 京都中央信用金庫 西院支店 京都市右京区西院巽町35番地 075-311-7191

金融 京都中央信用金庫 西五条支店 京都市右京区西院南高田町1番地 075-312-9131

金融 京都中央信用金庫 西京極支店 京都市右京区西京極郡町111番地 075-312-4991

金融 京都中央信用金庫 嵐山支店 京都市右京区嵯峨天龍寺車道町9番地の1 075-861-1531

金融 京都中央信用金庫 嵯峨野支店 京都市右京区嵯峨野秋街道町1番地の7 075-872-6331

金融 京都中央信用金庫 常盤東支店 京都市右京区常盤村の内町1番地の10 075-861-3141

金融 京都中央信用金庫 花園支店 京都市右京区花園木辻南町5番地 075-463-5231

金融 京都信用金庫 梅津支店 京都市右京区梅津段町23番地の9 075-861-2191

金融 京都信用金庫 京信住宅ローンプラザ梅津 京都市右京区梅津段町23番地の9 京都信用金庫 梅津支店1階 0120-012-532

金融 京都信用金庫 西院支店 京都市右京区西院巽町2番地の1 075-313-2755

金融 京都信用金庫 常盤支店 京都市右京区太秦開日町4番地の1 075-882-0026

金融 京都信用金庫 西京極支店 京都市右京区西京極西池田町13番地4 075-321-4565

金融 京都信用金庫 御室支店 京都市右京区宇多野馬場町10番地の2 075-462-9670

農業協同組合 京都農業協同組合 京北支店 京都市右京区京北周山町上植代19 075-852-0250

農業協同組合 京都中央農業協同組合 高雄支店 京都市右京区梅ケ畑広芝町32 075-872-1230

薬局 （株）スギ薬局 梅津店 京都市右京区梅津徳丸町2 075-873-2132

薬局 （株）スギ薬局 西院店 京都市右京区西院東淳和院町1番地1 アフレ西院ビル1Ｆ 075-325-2071　

薬局 （株）スギ薬局 山ノ内店 京都市右京区山ノ内赤山町15番地 075-325-3970

薬局 くるまざき薬局 京都市右京区嵯峨明星町18-8 075-862-0565

薬局 ファーコス薬局 たるみやま 京都市右京区太秦垂箕山町1-2 075-863-0591

薬局 ファルコはやぶさ薬局 梅津店 京都市右京区梅津中倉町26-13 075-432-7011

薬局 回生堂薬局 京都市右京区太秦安井馬塚町12 075-811-0926

薬局 アイン薬局 四条通店 京都市右京区西院四条畑町30-1 075-323-6737

薬局 京北ゆう薬局 京都市右京区京北田貫町ヤタ田1 075-854-1170

薬局 みのり薬局 五条店 京都市右京区西院追分町25-1-138 イオンモール京都五条 075-326-8611

薬局 ファルコはやぶさ薬局 松尾橋店 京都市右京区梅津大縄場町6番45 075-468-1523

薬局 イトウ薬局 京都市右京区花園伊町31-2 075-463-7486

薬局 嵯峨野ゆう薬局 京都市右京区嵯峨野開町29-3 075-873-7466

薬局 西京極駅前調剤薬局 京都市右京区西京極西池田町40 075-316-2514
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理容 理容ナカムラ 京都市右京区常盤窪町1-4 075-861-2281

理容 Ｂａｒｂｅｒ・Ｎ 京都市右京区太秦安井北御所町4-27 075-811-2413

理容 ヘアサロンウメヅ 京都市右京区梅津西浦町15 075-881-0337

接骨院・整骨院 藤野接骨院 京都市右京区梅津大縄場町21-15 075-861-4669

接骨院・整骨院 太田接骨院 京都市右京区西京極東町37-4 075-313-8162

接骨院・整骨院 北条接骨院 京都市右京区太秦垣内町6 075-871-3800

接骨院・整骨院 中村接骨院 京都市右京区常盤窪町1-62 075-861-4976

接骨院・整骨院 阪井接骨院 京都市右京区西院西三蔵町32 075-314-4236

接骨院 げん氣鍼灸整骨院 京都市右京区梅津南広町93 075-865-0021

あん摩・鍼灸 （有）あだち治療院 京都市右京区太秦海正寺町20 075-871-3353

鍼灸 鍼灸・瑛・嵯峨嵐山 京都市右京区嵯峨天龍寺若宮町17-1-402 075-864-7217

訪問医療マッサージ 古都治療院 京都市右京区嵯峨野神ﾉ木町21-13 075-863-5755

家電小売 （株）フジ電業 京都市右京区花園伊町3 075-463-8272

家電小売 （有）村上電気商会 京都市右京区鳴滝本町69 075-462-6552

家電小売 メルシーハローきたの 京都市右京区嵯峨天竜寺椎野町6-62 075-881-6620

家電小売 （有）カド電機商会 京都市右京区花園中御門町7-13 075-841-9608

家電小売 （有）モリカワデンキ 京都市右京区梅津中倉町26-1 075-872-3711

家電小売 なかしん電化 京都市右京区梅津堤上町29 075-882-0155

家電小売 山口電気 京都市右京区竜安寺五反田町6-2 075-461-8988

電気工事 坂下電機商会 京都市右京区谷口園町36 075-461-7243

電気工事 京都事務機サービス 京都市右京区西京極西衣手町76 075-315-0762

電気工事 棚橋電機 京都市右京区山ノ内北ノ口町3-35 075-801-0197

電気工事 三央電機 京都市右京区嵯峨天龍寺広道町5番地の8 075-871-5541

電気工事 アイダ電機株式会社 京都市右京区太秦安井車道町19-63 075-812-4302

電気工事 (株)ダイヤ電機 京都市右京区西院寿町1 075-322-0022

電気工事 K･F・Cタイヨー 京都市右京区太秦安井辻ノ内町15 075-802-2451

歯科医院 にしかわ歯科医院 京都市右京区太秦森ヶ東町4-42 075-885-1270

歯科医院 医療法人社団　平塚歯科診療所 京都市右京区西院矢掛町27-1　ウエスト・ブリッジ1F 075-315-0459

流通 イオンリテール（株） 京都西店 京都市右京区山之内池尻町1-1 075-311-3881

タクシー （株）キャビック 京都市右京区梅津段町8 075-864-2122

旅客輸送 エムケイ株式会社 西五条営業所　 京都市右京区西院久保田町6-7 075-311-3111

小売 セブン-イレブン 西院駅南店 京都市右京区西院三蔵町17番 075-322-1161 

小売 セブン-イレブン 京都太秦大映通店 京都市右京区太秦多藪町19番地6 075-864-9891  

小売 セブン-イレブン 西京極運動公園店 京都市右京区西京極郡町72 075-323-3865

小売 セブン-イレブン 西院月双町店 京都市右京区西院月双町88番2 075-322-7751

小売 セブン-イレブン 西京極駅前店 京都市右京区西京極西池田町29 075-311-0300

小売 セブン-イレブン 天神川三条店 京都市右京区太秦下角田町15番6 075-864-5358

小売 セブン-イレブン 嵯峨野店 京都市右京区嵯峨野秋街道町25番 075-882-1711

小売 フレスコ 帷子ノ辻店 京都市右京区太秦帷子ノ辻町30-3番地 075-873-1451

小売 フレスコ 梅津店 京都市右京区梅津中倉町17番地 075-873-3451

小売 フレスコ SAGA店 京都市右京区嵯峨折戸町28-9 075-873-3291

小売 フレスコ 天神川店 京都市右京区太秦下刑部町10-5 075-873-3461

小売 フレスコ 嵯峨野店 京都市右京区嵯峨野千代ノ道町44－1 075-863-5651

小売 フレスコ 西院店 京都市右京区西院乾町55-1 075-325-5781

運輸業 ヤマト運輸(株) 京都梅津センター 京都市右京区西院西貝川町33 0570-200-000

運輸業 ヤマト運輸(株) 京都太秦センター 京都市右京区西院西貝川町33 0570-200-000

運輸業 ヤマト運輸(株) 京都西院寿町センター 京都市右京区西院西貝川町33 0570-200-000

アミューズメント シエル.ネット 京都市右京区西院久保田町6-5 075-323-0881

サービス エムケイ石油株式会社 best value station 御室 京都市右京区宇多野馬場町29-1 075-462-7672

サービス エムケイ石油株式会社 西四条営業所 京都市右京区西院安塚町25 075-321-1436

宅配弁当 ニコニコキッチン 京都西店 京都市右京区山ﾉ内西裏町15-24 075-323-1866

漬物製造販売 株式会社もり 京都市右京区西院金槌町15-7 075-802-1515

美容室 ヘアーサロンやまもと 京都市右京区梅ケ畑清水町11 075-871-2484

美容室 アリス美容室 京都市右京区嵯峨野清水町12 075-871-9493

米穀小売 でぐち米穀店 京都市右京区太秦安井馬塚町1 075-841-1944

旅館 嵯峨グレースホテル 京都市右京区嵯峨新宮町6-1 075-861-1111

金融 京都銀行 松尾支店 京都市西京区嵐山宮ノ前町46-12　（松尾大社前） 075-882-7121

金融 京都銀行 洛西支店 京都市西京区大原野東境谷町2-5-2 075-331-1111

金融 京都銀行 桂支店 京都市西京区桂野里町35-5 075-381-2101

金融 京都銀行 西桂支店 京都市西京区桂南巽町135 075-392-2311

金融 京都銀行 上桂支店 京都市西京区山田中吉見町15-1 075-381-7111

金融 京都中央信用金庫 洛西支店 京都市西京区大枝西新林町5丁目1番地の8 075-331-1301

金融 京都中央信用金庫 樫原支店 京都市西京区樫原江ノ本町1番地 075-392-6551

金融 京都中央信用金庫 桂支店 京都市西京区桂乾町22番地の1 075-391-5111

金融 京都中央信用金庫 桂駅前支店 京都市西京区桂野里町50番地の58 075-381-2193

金融 京都中央信用金庫 桂坂支店 京都市西京区御陵大枝山町5丁目26番地の5 075-333-6001

金融 京都中央信用金庫 下津林支店 京都市西京区下津林南大般若町44番地 075-391-6541

金融 京都中央信用金庫 上桂支店 京都市西京区松尾木ノ曽町41番地 075-391-3351

金融 京都信用金庫 桂支店 京都市西京区川島有栖川町4番地の1 075-381-5111

金融 京都信用金庫 京信住宅ローンプラザ桂 京都市西京区川島有栖川町4番地の1 京都信用金庫 桂支店1階 0120-381-027

金融 京都信用金庫 洛西支店 京都市西京区大枝北福西町3丁目2番地2 075-332-0505
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金融 京都信用金庫 物集女支店 京都市西京区山田中吉見町12番地2 075-392-9200

金融 京都信用金庫 樫原支店 京都市西京区樫原口戸1番地の48 075-393-2166

金融保険 ＡＴＧ保険合同会社 京都市西京区上桂三ノ宮町50-26 075-391-7379

社会保険労務士 森田恵三社会保険労務士事務所 京都市西京区大枝北沓掛町2-12-3-415 075-203-6224

農業協同組合 京都中央農業協同組合 大原野支店 京都市西京区大原野灰方町179 075-331-0211

薬局 あけぼの薬局 桂店 京都市西京区下津林東大般若町36 075-394-0026

薬局 カツラ駅前薬局 京都市西京区川島北裏町69-1 075-392-5967

薬局 ワキタ薬局 京都市西京区上桂宮ノ後町98 075-392-3473

薬局 ひので薬局 京都市西京区大原野上里勝山町15-8 075-331-4136

薬局 ひまわり薬局 洛西店 京都市西京区大枝沓掛町13-63 075-335-1112

薬局 ひまわり薬局 千代原店 京都市西京区山田大吉見町11-13 075-382-5535

薬局 ならの木薬局 大原野店 京都市西京区大原野北春日町794 075-205-5175

食品販売 つかます 京都市西京区大枝中山町2-149 075-333-3401

接骨院・整骨院 山口接骨院 京都市西京区大原野上羽町12-5 075-331-7543

接骨院・整骨院 中川接骨院 京都市西京区山田大吉見町5-8 075-391-2132

接骨院・整骨院 西村接骨院 京都市西京区樫原水築町16-16 075-381-5508

接骨院・整骨院 オカモト接骨院 京都市西京区嵐山朝月町30 ル・セーヌ嵐山1F 075-882-5825

接骨院・整骨院 うめたに整骨院 京都市西京区大枝西新林町3丁目1-30 075-332-6564

接骨院・整骨院 東桂整骨院　 京都市西京区川島東代町32-13　アインス北川1Ｆ 075-394-2772

鍼灸 久米針灸院 京都市西京区樫原石畑町8-4 075-381-2257

鍼灸 松陽しんきゅう院 京都市西京区山田平尾町51-107 075-381-4144

家電小売 （有）エンドー 京都市西京区松尾万石町10-7 075-381-9655

家電小売 スマイリングせお 京都市西京区川島東代町30-3 075-381-2031

家電小売 中島電化販売（株） 京都市西京区上桂三ノ宮町15番地 075-391-4554

家電小売 小泉善 京都市西京区樫原久保町6-1 075-394-4400

電気工事 IKEDEN 京都市西京区下津林南大般若町73-2 075-391-2980

電気工事 上野電機株式会社 京都市西京区上桂今井町138 075-394-4951

電気工事 (株)桂電社 京都市西京区桂乾町20-34 075-391-1277

歯科医院 小笹歯科 京都市西京区大原野西境谷町2丁目10-1 075-332-0345

小売 セブン-イレブン 京都上桂前田町店 京都市西京区上桂前田町10番4 075-393-2773

小売 セブン-イレブン 京都上桂山田口店 京都市西京区松尾大利町12-1 075-381-1173

小売 フレスコ 樫原店 京都市西京区川島調子町39 075-383-0861

小売 フレスコ 上桂店 京都市西京区上桂北村町257 075-382-3381

小売 フレスコ 桂駅東口店 京都市西京区桂野里町17番地ミュー阪急桂1階 075-382-0311

百貨店 株式会社高島屋 洛西店 京都市西京区大原野東境谷町2丁目5番地の5 075-332-1111

運輸業 ヤマト運輸(株) 京都嵐山センター 京都市西京区大原野上里北ノ町1311 0570-200-000

運輸業 ヤマト運輸(株) 京都大原野センター 京都市西京区大原野上里北ノ町1311 0570-200-000

運輸業 ヤマト運輸(株) 京都大枝センター 京都市西京区大原野上里北ノ町1311 0570-200-000

運輸業 ヤマト運輸(株) 京都桂センター 京都市西京区桂上野中町146 0570-200-000

旅客輸送 エムケイ株式会社 洛西営業所 京都市西京区大枝中山町2-17 075-331-5634

喫茶店 璞 京都市西京区樫原中垣外3-1 075-392-9947

住宅リフォーム リフォームセンター塚本 京都市西京区牛ヶ瀬西柿町35 075-392-0464

美容室 ＤＩＣＨＡ 京都市西京区川島滑樋町33-20 075-391-3751

理容 テラウチ理容院 京都市西京区大枝南福西町3丁目15-7 075-331-3557

旅館 渡月亭 京都市西京区嵐山中尾下町54-4 075-871-1310

金融 京都銀行 小栗栖出張所 京都市伏見区小栗栖南後藤町6 075-572-2211

金融 京都銀行 下鳥羽支店 京都市伏見区中島堀端町101 075-612-8600

金融 京都銀行 稲荷支店 京都市伏見区深草稲荷中之町41 075-641-5301

金融 京都銀行 墨染支店 京都市伏見区深草北新町633番地 075-643-1811

金融 京都銀行 藤森支店 京都市伏見区深草直違橋2-438-2 075-643-7111

金融 京都銀行 伏見支店 京都市伏見区東大手町766-3 075-611-3281

金融 京都銀行 向島支店 京都市伏見区向島四ツ谷池14-19 075-622-6111

金融 京都銀行 淀支店 京都市伏見区淀池上町159-2 075-631-3301

金融 京都中央信用金庫 石田支店 京都市伏見区石田森東町23番地の1 075-572-6501

金融 京都中央信用金庫 伏見支店 京都市伏見区大宮町572番地の2 075-621-3355

金融 京都中央信用金庫 久我支店 京都市伏見区久我東町211番地 075-921-5711

金融 京都中央信用金庫 桃山支店 京都市伏見区御香宮門前町190番地の5 075-611-1211

金融 京都中央信用金庫 醍醐支店 京都市伏見区醍醐大構町12番地 075-571-7373

金融 京都中央信用金庫 竹田南支店 京都市伏見区竹田七瀬川町142番地の1 075-641-8111

金融 京都中央信用金庫 下鳥羽支店 京都市伏見区中島外山町8番地 075-623-1011

金融 京都中央信用金庫 大手筋支店 京都市伏見区西大手町316番地 075-621-8008

金融 京都中央信用金庫 淀支店 京都市伏見区納所町176番地 075-632-2591

金融 京都中央信用金庫 稲荷支店 京都市伏見区深草稲荷榎木橋町10番地11番地 075-641-6361

金融 京都中央信用金庫 藤森支店 京都市伏見区深草西伊達町87番地の4 075-641-7165

金融 京都中央信用金庫 竹田支店 京都市伏見区深草西浦町1丁目28番地の1 075-642-7711

金融 京都中央信用金庫 墨染支店 京都市伏見区深草中ノ島町2番地2 075-645-1301

金融 京都中央信用金庫 向島支店 京都市伏見区向島四ツ谷池14番の19 075-622-8401

金融 京都信用金庫 伏見支店 京都市伏見区西大手町322番地の3 075-601-9131

金融 京都信用金庫 北伏見支店 京都市伏見区深草出羽屋敷町23番地の8 075-642-4711

金融 京都信用金庫 桃山支店 京都市伏見区桃山福島太夫西町1番地の1 075-622-6722

金融 京都信用金庫 京信住宅ローンプラザ桃山 京都市伏見区桃山福島太夫西町1番地の1 京都信用金庫 桃山支店1階 0120-602-730
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金融 京都信用金庫 六地蔵支店 京都市伏見区桃山町西尾41番地の6 075-622-7111

金融 京都信用金庫 南桃山支店 京都市伏見区桃山町養斎16番50 075-621-5441

金融 京都信用金庫 稲荷支店 京都市伏見区深草稲荷榎木橋町26番地 075-641-5291

農業協同組合 京都中央農業協同組合 洛南支店 京都市伏見区下鳥羽南柳長町7 075-601-6175

農業協同組合 京都中央農業協同組合 竹田出張所 京都市伏見区竹田内畑町280-1 075-647-7337

農業協同組合 京都中央農業協同組合 羽束師支店 京都市伏見区羽束師菱川町1 075-921-6131

農業協同組合 京都中央農業協同組合 向島支店 京都市伏見区向島善阿弥町50-4 075-601-2136

農業協同組合 京都中央農業協同組合 淀支店 京都市伏見区淀下津町201 075-631-3337

薬局 （株）スギ薬局 小栗栖店 京都市伏見区小栗栖森本町5番地3 075-575-2778

薬局 あい薬局 藤森 京都市伏見区深草枯木町38-1 ラポール21 1Ｆ 075-646-2455

薬局 フラワー薬局 下鳥羽店 京都市伏見区下鳥羽上三栖町133 075-623-4193

薬局 ミキ薬局 京都市伏見区淀池上町133 075-632-0262

薬局 久我調剤薬局 京都市伏見区久我東町8-2 075-924-6111

薬局 調剤薬局オカモト 京都市伏見区深草枯木町33-1 075-643-2528

薬局 富士薬局 京都市伏見区醍醐槇ノ内町17-1 075-575-3975

薬局 すみぞめ駅前ゆう薬局 京都市伏見区墨染町699-6 075-585-3378

薬局 すみぞめゆう薬局 京都市伏見区深草北蓮池町903-1 075-647-3333

薬局 さくら薬局 京都伏見店 京都市伏見区石田森東町30-1 075-574-1301

薬局 つかさ薬局 京都市伏見区深草西浦町7-73-1-101 075-647-3201

薬局 ツバサ薬局 京都市伏見区醍醐鍵尾町12-6 075-575-4700

薬局 ジャパンファーマシー薬局 向島店 京都市伏見区向島四ツ谷池14-19 075-634-8971

薬局 足立薬局 京都市伏見区深草下川原町1-1　C-110 075-646-5511

小売り メナード化粧品ビオラ代行店 京都市伏見区大阪町605 メゾンドビオラ1階 075-622-1411

接骨院・整骨院 大西接骨院 京都市伏見区下鳥羽芹川町49-46 075-602-7519

接骨院・整骨院 オカモト接骨院 京都市伏見区深草小久保町407 075-644-2523

接骨院・整骨院 まつもと鍼灸整骨院 京都市伏見区東組町688-2 075-621-3452

接骨院・整骨院 さくら鍼灸整骨院 京都市伏見区久我森の宮町1-55 075-931-1833

あん摩 治療院じゅいん 京都市伏見区深草飯食町840-503 075-634-8345

鍼灸 江藤はりきゅう治療院 京都市伏見区深草西浦町5丁目12-104 075-634-9101

鍼灸 ニコニコ鍼灸整骨院　クイックざ・マッサージ 京都市伏見区桃山町山ﾉ下55-14 075-612-0450

整体 ワンポイントコム 有限会社　京都均整治療院 京都市伏見区深草直違橋二丁目 1166番地 075-642-0022

接骨院 もりた整骨院 京都市伏見区桃山町丹後33-173 075-612-7007

鍼灸接骨院 ほりぐち鍼灸接骨院 京都市伏見区桃山筒井伊賀東町47-3シャトー桃山1F 075-621-1680

家電小売 （有）上杉でんき 京都市伏見区深草大亀谷大山町17-2 075-643-9932

家電小売 沢辺ラジオ店 京都市伏見区深草勧進橋町50 075-641-3813

家電小売 （有）髙山電器商事 京都市伏見区雁金町704-4 075-601-4933

家電小売 小野デンキ 京都市伏見区東大手町772-3 075-611‐3131

家電小売 都らいぶハラダ 京都市伏見区深草大亀谷西久宝寺町40-13 075-641-1740

家電小売 （有）長嶋電機 京都市伏見区桝形町466 075-611-0041

家電小売 エース三ツ星 京都市伏見区桃山町養斉15-8 075-621-3900

家電小売 野中電業 京都市伏見区羽束師志水町165-8 075-932-7061

電気工事 （有）森田電設 京都市伏見区小豆屋町573 075-621-7293

電気工事 浪花電気 京都市伏見区小栗栖中山田町60-20-408 075-572-4880

電気工事 大西電機冷暖 京都市伏見区醍醐槙ノ内町31-7 075-571-6035

電気工事 株式会社植田電機 京都市伏見区納所北城堀3-5 075-631-1112

電気工事 京放(株) 京都市伏見区石田大山町33-5 075-573-3301

電気工事 (株)近藤電業社 京都市伏見区羽束師菱川町336-19 075-933-6229

電気工事 有限会社ディー・エヌ電工 京都市伏見区横大路貴船70-2 0120-243-845

管工事 洛南工業所 京都市伏見区深草寺内町853 075-641-2277

歯科医院 タナカ歯科医院 京都市伏見区醍醐高畑町30-9 アッシジイクジェト1F東側 075-574-1182

歯科医院 肥後歯科医院 京都市伏見区醍醐合場町8-16 075-572-0313

歯科医院 岩井歯科医院 京都市伏見区竹田七瀬川町320 075-641-3449

歯科医院 堀口歯科医院 京都市伏見区深草直違橋4丁目350-1 075-641-1927

歯科医院 こがはしもと歯科医院 京都市伏見区久我森の宮町2-1 洛西ハイツ久我102号 075-935-8148

歯科医院 安岡歯科医院 京都市伏見区深草石橋町9番地の3 075-641-0620

歯科医院 たふ歯科医院 京都市伏見区向島善阿弥町18-4 075-622-8148

宅配 けんたくん京都南店 京都市伏見区竹田真幡木町73 0120-088-862

建築 （株）アイビ建築 京都市伏見区向島庚申町124-1 075-601-6151

小売 セブン-イレブン 京都伏見羽束師店 京都市伏見区羽束師古川町174-2 075-931-8611

小売 セブン-イレブン 京都伏見横大路店 京都市伏見区横大路三栖泥町跡町1-1 075-602-3359

小売 セブン-イレブン 京都久我森の宮町店 京都市伏見区久我森の宮町14-1 075-922-1588

小売 セブン-イレブン 下鳥羽公園店 京都市伏見区竹田泓ノ川町4 075-612-8871

小売 セブン-イレブン 伏見下鳥羽但馬町店 京都市伏見区下鳥羽但馬町130番 075-611-2087

小売 セブン-イレブン 伏見新町４丁目店 京都市伏見区新町4丁目474番1 075-603-5088

小売 セブン-イレブン 京都西大手筋店 京都市伏見区村上町370-1 075-601-3898

小売 セブン-イレブン 京都向島ニユータウン店 京都市伏見区向島四ツ谷池7-5 075-605-0455

小売 セブン-イレブン 伏見勧進橋店 京都市伏見区深草下川原町39番地1 075-645-5068

小売 セブン-イレブン 京都竹田中内畑町店 京都市伏見区竹田中内畑町145 075-611-9873

小売 セブン-イレブン 京都竹田西内畑町店 京都市伏見区竹田西内畑町23 075-603-2312

小売 セブン-イレブン 醍醐大構町店 京都市伏見区醍醐大構町3-1 075-574-2267

小売 フレスコ 丹波橘店 京都市伏見区東大文字町1063番地 075-612-7801

小売 フレスコ 向島店 京都市伏見区向島庚申町119 075-603-9641
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小売 フレスコ 桃山店 京都市伏見区観音寺町205番地１ 075-623-2761

小売 フレスコ 深草店 京都市伏見区深草直違橋10丁目141番地 075-646-2501

小売 フレスコ 桃山南口店 京都市伏見区桃山町養斉17番11 075-601-2601

小売 フレスコ 墨染店 京都市伏見区墨染町703番 075-646-5251

小売 京都生活協同組合 東ブロック 京都市伏見区竹中町609（コープ桃山２F） 075-622-8170

小売 黒米母湯の悠悠 京都市伏見区豊後橋町59-3 075-622-6180

運輸業 ヤマト運輸(株) 伏見大手筋センター 京都市伏見区下鳥羽南柳長町75 0570-200-000

運輸業 ヤマト運輸(株) 伏見下鳥羽センター 京都市伏見区南寝小屋町49 0570-200-000

運輸業 ヤマト運輸(株) 伏見醍醐センター 京都市伏見区醍醐御霊ケ下町21-1 0570-200-000

運輸業 ヤマト運輸(株) 伏見桃山センター 京都市伏見区桃山町和泉27 0570-200-000

運輸業 ヤマト運輸(株) 伏見竹田センター 京都市伏見区竹田東小屋ノ内町78 0570-200-000

宅配便 佐川急便株式会社 京都南営業所 京都市伏見区南寝小屋町5 075-604-2700

旅客輸送 エムケイ株式会社 伏見営業所 京都市伏見区竹田中川原町53-1 075-642-0911

サービス エムケイ石油株式会社 best value station 竹田 京都市伏見区竹田中川原町40番地 075-646-2178

サービス カーセブン 京都南インター店 京都市伏見区中島鳥羽離宮町71 075-622-2725

販売 ワタミ(株)宅食事業部 京都第２支部 京都市伏見区下鳥羽西芹川町18 0120-321-510

販売 ワタミ(株)宅食事業部 京都第２支部京都東営業所 京都市伏見区醍醐多近田町16-1 0120-321-510

美容関係（ﾚﾃﾞｨｰｽｼｪｰﾋﾞﾝｸﾞ) ピーチフェイス 京都市伏見区桃山町鍋島1-5-303 075-632-8262

美容室 ヘアーシーンクリア 京都市伏見区下板橋町639-8 075-622-7044

美容室 ビューティーサロン髪ＹＯＵ 京都市伏見区深草平田町26-13 075-641-1555

美容室 うつみ美容室 京都市伏見区醍醐西大路町47 075-571-6077

美容室 キャンディ美容室 京都市伏見区淀川顔町440-2 075-632-6455

旅館 寺田屋 京都市伏見区南浜町263 075-622-0252
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金融 京都銀行 長岡今里支店 長岡京市今里3丁目3番10号 075-958-6161

金融 京都銀行 東長岡支店 長岡京市馬場見場走り12-6 075-955-7711

金融 京都銀行 長岡支店 長岡京市開田3丁目2番39号 075-951-3107

金融 京都銀行 長岡京駅前支店 長岡京市神足2-7-25 075-958-3667

金融 京都中央信用金庫 長岡支店 長岡京市開田4丁目7番7号 075-954-3121

金融 京都中央信用金庫 今里支店 長岡京市今里4丁目16番1号 075-955-5001

金融 京都信用金庫 長岡支店 長岡京市長岡京市開田1丁目1番3号 075-951-6161

金融 京都信用金庫 京信住宅ローンプラザ長岡 長岡京市長岡京市開田1丁目1番3号 京都信用金庫 長岡支店 1階 0120-012-472

金融 京都信用金庫 滝ノ町支店 長岡京市長岡京市滝ノ町2丁目9番1号 075-955-7022

農業協同組合 京都中央農業協同組合 本店 長岡京市開田4-14-8 075-955-8571

農業協同組合 京都中央農業協同組合 神足支店 長岡京市開田4-14-8 075-951-1188

農業協同組合 京都中央農業協同組合 乙訓支店 長岡京市今里2-17-1 075-951-4384

農業協同組合 京都中央農業協同組合 海印寺支店 長岡京市奥海印寺新度畑20 075-952-3121

薬局 梅ヶ丘薬局 高台店 長岡京市金ヶ原塚穴ノ前3-1 075-957-5397

薬局 長岡今里ケアーズ薬局 長岡京市今里西ノ口10-4 075-958-4610

薬局 神足ゆう薬局 長岡京市神足3-4-7 075-959-0760

薬局 開田ゆう薬局 長岡京市開田4-1-14 075-958-2377

薬局 乙訓調剤薬局 長岡京市開田4-9-14 075-954-7292

薬局 かわかみ調剤薬局 長岡京市今里西ノ口4-18 075-958-3263

薬局 ファルコいちもんばし薬局 長岡京市一文橋二丁目24-22 075-958-1821

接骨院・整骨院 辻田接骨院 長岡京市長岡3-17-3 075-951-3521

鍼灸 いまい鍼灸院 長岡京市今里5丁目15-27 075-953-5358

家電小売 フジタデンキ 長岡京市西ノ京1-4 075-954-5484

電気工事 (株)ヤマモト 長岡京市一文橋1丁目5-9 075-951-7585

小売 セブン-イレブン 長岡京セブン通り店 長岡京市長岡1-3-9 075-951-7011

小売 セブン-イレブン 長岡京駅東口店 長岡京市東神足２丁目５０１－１ 075-951-3811

小売 セブン-イレブン 長岡京開田１丁目店 長岡京市開田１丁目２０ 075-952-3707 

小売 セブン-イレブン 長岡京上八ノ坪店 長岡京市神足神田１５－６ 050-3465-9377 

郵便局 長岡今里郵便局 長岡京市今里2-13-3 075-953-4000

郵便局 長岡京花山郵便局 長岡京市梅が丘1-72-3 075-955-1155

郵便局 長岡京海印寺郵便局 長岡京市奥海印寺岡本3-6 075-953-1529

郵便局 長岡開田郵便局 長岡京市開田3-2-4 075-951-4282

郵便局 長岡京柴の里郵便局 長岡京市柴の里1-36 075-954-1522

郵便局 長岡京天神郵便局 長岡京市天神4-7-2 075-951-4281

郵便局 長岡京馬場郵便局 長岡京市馬場川原41-1 075-955-5557

郵便局 長岡京神足郵便局 長岡京市神足2-11-15 075-951-1500

理容業 理容ミヤシタ 長岡京市滝ノ町１丁目5-14 075-954-3421

理容業 まるいわ理容室 長岡京市滝ノ町二丁目17-13 075-952-0462

理容業 理容テラオカ 長岡京市神足二丁目19-2 075-951-3977

理容業 ヘアーサロン ニラサワ 長岡京市緑ヶ丘21-17 075-951-6077

理容業 T-PLUS 長岡京市久貝一丁目9-17 075-955-3864

理容業 ヘアーサロン　もりた 長岡京市友岡三丁目12-4 075-951-4438

理容業 hair salon DUO 長岡京市勝竜寺4-6 075-951-2587

理容業 HAIR ESTHE YAMAZOE 長岡京市天神一丁目8-1 075-951-3798

理容業 理容ふじき 長岡京市天神五丁目11-5 075-952-2469

理容業 SHIRA 長岡京市長岡二丁目3-11 075-957-3050

理容業 ヘアサロン&シェービングエステYamashita 長岡京市長岡二丁目15-9 075-951-6793

理容業 ヘアーサロン　アダチ 長岡京市梅ケ丘一丁目58-2 075-951-7493

理容業 床や　ながお 長岡京市今里西の口8-11 075-952-0057

理容業 ヘアーサロン別所 長岡京市奥海印寺門ノ町2-7 075-951-0588

理容業 ヘアーサロンHERO 長岡京市長岡二丁目2-16 0120-38-1615

理容業 Y's four hands 長岡京市開田三丁目3-13 075-951-3695

理容業 ヨシダ理容室 長岡京市神足一丁目8-10 075-951-1091

理容業 ヘアーサロン　ナカ 長岡京市一文橋二丁目5-9 075-951-8529

理容業 寺岡理容院 長岡京市馬場見場走り5-1 075-953-2285

理容業 ヘアーサロンヨシダ 長岡京市馬場見場走り18-8 075-955-0706

理容業 理容おか 長岡京市一里塚2-20 075-952-3341

理容業 HAIRSALON　トミモト 長岡京市神足一丁目3-13 075-952-5673

運輸業 ヤマト運輸(株) 長岡神足センター 長岡京市久貝1-422-1 0570-200-000

運輸業 ヤマト運輸(株) 長岡大山崎センター 長岡京市久貝1-422-1 0570-200-000

運輸業 ヤマト運輸(株) 長岡天神センター 長岡京市久貝1-422-1 0570-200-000

運輸業 ヤマト運輸(株) 長岡今里センター 長岡京市久貝1-422-1 0570-200-000

金融 京都銀行 東向日町支店 向日市寺戸町初田26-5 075-931-3111

金融 京都銀行 向日町支店 向日市向日町北山12 075-921-3101

金融 京都銀行 桂川支店 向日市寺戸町八ノ坪117番地の2 075-924-3711

金融 京都中央信用金庫 向日町支店 向日市向日町南山5番地 075-921-5391

金融 京都中央信用金庫 東向日支店 向日市寺戸町小佃17番地 075-922-7101

金融 京都信用金庫 向日支店 向日市寺戸町小佃12番地の3 075-934-0011

京都高齢者あんしんサポート企業　参画事業所一覧
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農業協同組合 京都中央農業協同組合 向日支店 向日市向日町南山8 075-933-1161

農業協同組合 京都中央農業協同組合 東向日支店 向日市寺戸町初田20-2 075-933-5171

薬局 マルナカ薬局 向日市寺戸町梅ノ木10-9 075-921-0459

薬局 あい薬局 上植野店 向日市上植野町落堀14-5-2 075-924-2002

住宅関連 (有)屋久杉工務店 向日市森本町下森本1-1 075-934-4270

家電小売 ノムラ電化ショップ 向日市寺戸町永田1-177 075-932-0909

家電小売 長谷川電機店 向日市寺戸町南垣内49 075-921-0307

家電小売 ニシカワ電器 向日市上野町上川原8-1 西山ビューハイツ404号 075-932-2789

家電小売 辰本電気工業 向日市森本町下森本47-158 090-6980-4718

電気工事 増山電気 向日市鶏冠井町東井戸51-4 075-935-4336

小売 セブン-イレブン 向日南金村店 向日市鶏冠井町南金村6番2 075-933-2037

小売 セブン-イレブン 向日寺戸店 向日市寺戸町修理式13番地2 075-934-2123

小売 セブン-イレブン 向日北前田店 向日市寺戸町北前田24番1 075-931-0441

小売 セブン-イレブン 向日南垣内店 向日市寺戸町南垣内４－１０ 075-933-6898

小売 セブン-イレブン 向日梅ノ木店 向日市寺戸町梅ノ木９ 075-921-0788

小売 セブン-イレブン 向日鶏冠井町店 向日市鶏冠井町十相１－１　 075-932-8200

小売 フレスコ 向日市店 向日市寺戸町東野辺31-8 075-924-3261

郵便局 向日上植野郵便局 向日市上植野町樋爪8-3 075-935-4568

郵便局 向日町駅前郵便局 向日市寺戸町久々相18 075-921-4280

郵便局 向日町寺戸郵便局 向日市寺戸町南垣内25-3 075-932-4440

郵便局 向日町物集女郵便局 向日市物集女町豆尾19-2 075-934-3113

郵便局 向日森本郵便局 向日市森本町前田7-8 075-931-2828

理容業 理容マエダ 向日市寺戸町永田1-179 075-932-7424

理容業 S－faith 向日市寺戸町永田11-57 075-922-5836

理容業 理容タケウチ 向日市寺戸町新田26 075-922-9103

理容業 ヘアーサロン　ネオ 向日市寺戸町瓜生16-20 075-934-1709

理容業 ヘアースペース シャルメ 向日市寺戸町瓜生28-42 075-933-0326

理容業 理容にしで 向日市寺戸町三の坪4-84 075-922-7290

理容業 BARBER ノムラ 向日市寺戸町渋川2-18 075-934-0334

理容業 ヘアーサロン ナイトウ 向日市寺戸町渋川7-1 075-933-2438

理容業 ヘアーサロン　ハシグチ 向日市寺戸町二枚田13 075-922-7310

理容業 理容カトウ 向日市森本町石田22-54 075-933-3350

理容業 bihani HAIR 向日市森本町上森本　19-38 075-932-9039

理容業 ヘアーサロン ヤスイ 向日市上植野町下川原54-1 075-921-0556

理容業 hair space　樂 向日市上植野町北淀井2-14 075-933-0011

金融 京都信用金庫 円明寺支店 乙訓郡大山崎町字円明寺小字鳥居前 6番地11 075-957-6161

農業協同組合 京都中央農業協同組合 大山崎支店 乙訓郡大山崎町字大山崎小字西高田1 075-956-2135

薬局 大山崎ゆう薬局 乙訓郡大山崎町大山崎堀尻16-2 075-959-1177

歯科医院 うめやま歯科医院 乙訓郡大山崎町円明寺里ノ後4-12 075-952-1300

郵便局 円明寺郵便局 乙訓郡大山崎町円明寺葛原51-26 075-956-4202

郵便局 山崎駅前郵便局 乙訓郡大山崎町大山崎西谷21-1 075-956-3110

理容業 ヘアーサロン よし 乙訓郡大山崎町西高田6-40 075-957-3534

理容業 ヘアーサロン コゥーヨォー 乙訓郡大山崎町円明寺横林14 075-957-1579

理容業 理容イノウエ 乙訓郡大山崎町円明寺横林32-6 075-957-5708

金融 京都銀行 伊勢田支店 宇治市羽拍子町84-14 0774-44-4111

金融 京都銀行 宇治支店 宇治市宇治妙楽160-1 0774-21-3161

金融 京都銀行 大久保支店 宇治市広野町茶屋裏12-5 0774-43-2211

金融 京都銀行 小倉支店 宇治市小倉町神楽田6-3 0774-22-6565

金融 京都銀行 木幡支店 宇治市木幡内畑3番地1 0774-32-7111

金融 京都銀行 三室戸支店 宇治市菟道谷下り42 0774-24-2111

金融 京都銀行 六地蔵支店 宇治市六地蔵奈良町39-22 0774-32-2525

金融 京都中央信用金庫 宇治支店 宇治市宇治宇文字2番地の18 0774-22-2156

金融 京都中央信用金庫 小倉支店 宇治市小倉町西浦90番地 0774-23-1800

金融 京都中央信用金庫 西小倉支店 宇治市小倉町南浦43番地の9 0774-20-1301

金融 京都中央信用金庫 木幡支店 宇治市木幡大瀬戸46番6 0774-33-3741

金融 京都中央信用金庫 黄檗支店 宇治市五ヶ庄芝東48番地の8 0774-32-0123

金融 京都中央信用金庫 三室戸支店（仮店舗） 宇治市五ケ庄福角69番地4 0774-23-6403

金融 京都中央信用金庫 神明支店 宇治市神明宮東10番地の2､10番地の3 0774-24-2433

金融 京都中央信用金庫 大久保支店 宇治市広野町西裏53番地16 0774-44-2525

金融 京都中央信用金庫 六地蔵支店 宇治市六地蔵町並41番地の2 0774-32-2222

金融 京都信用金庫 宇治支店 宇治市宇治壱番10番地の6 0774-23-4700

金融 京都信用金庫 西宇治支店 宇治市小倉町久保106番地 0774-20-3500

金融 京都信用金庫 京信住宅ローンプラザ西宇治 宇治市小倉町久保106番地 京都信用金庫 西宇治支店1階 0120-750-248

農業協同組合 京都やましろ農業協同組合 西宇治支店 宇治市小倉町久保52 0774-21-2138

農業協同組合 京都やましろ農業協同組合 東宇治支店 宇治市五ケ庄西浦41-1 0774-32-2550

農業協同組合 京都やましろ農業協同組合 中宇治支店 宇治市槇島町大町13 0774-22-1241

薬局 新町薬局 宇治市宇治壱番4 0774-21-2360

薬局 宇治駅前フレンド薬局 宇治市宇治戸ノ内4 0774-28-5051

薬局 アサクラ薬局 宇治市大久保町北の山24-1 0774-45-3685

薬局 みのり薬局 小倉 宇治市小倉町西畑40-40 0774-28-1221

大山崎町

向日市

宇治市



業種 企業名 事業所名 住所 電話市町村

薬局 松田明聖堂薬局 宇治市木幡西浦55-1 0774-32-8819

薬局 ドクトル薬局 宇治市木幡南山畑37-24 0774-38-1770

薬局 ツバサ薬局 おうばく駅前店 宇治市五ケ庄新開11 0774-38-5566

薬局 木幡ゆう薬局 宇治市木幡西浦34 0774-38-0222

薬局 南端ゆう薬局 宇治市木幡南端48-1 0774-38-2460

薬局 おおくぼゆう薬局 宇治市広野町茶屋裏3 0774-46-3110

薬局 六地蔵ゆう薬局 宇治市六地蔵町並39-15 0774-33-4008

薬局 葵薬局 宇治市五ケ庄日皆田8-15 0774-33-5426

米・酒販売 池本本家 池本本家 宇治市小倉町久保65 0774-22-0278

団体 （社）まきしまネットワーク／まきしま絆の会 宇治市槇島町10-173番地1 0774-66-1849

団体 NPO法人　まちづくりねっと・うじ 宇治市宇治妙楽48-1 0774-39-7661

接骨院・整骨院 ハタノ接骨院 宇治市大久保町平盛18-9 0774-43-2336

接骨院・整骨院 石本鍼灸整骨院 宇治市大久保広野町西裏97-5 0774-44-6055

接骨院・整骨院 中田接骨院 宇治市広野町一里山34-5 YBエステート1-B 0774-43-2077

家電小売 (株)マキノデンキ 宇治市伊勢田町名木2-1-204 0774-43-5941

家電小売 都らいぶアシダ 宇治市大久保町旦椋19-81 0774-43-7580

家電小売 (有)小倉中村電機 宇治市小倉町南浦6-41 0774-23-8877

家電小売 スマイリングニシこはた 宇治市木幡内畑23-6 0774-32-4488

家電小売 エコライフ フジワラ 黄檗店 宇治市五ヶ庄平野8 0774-33-4192

電気工事 ＨＩＮＯエンジニアリング(株) 宇治市木幡御蔵山39-1041 0774-29-5356

電気工事 (有)荒木電機南陵店 宇治市南陵町1丁目1-367 0774-24-0826

歯科医院 三光寺歯科医院 宇治市広野町新成田100の199 0774-44-2288

歯科医院 あだち歯科医院 宇治市琵琶台1丁目5-5 0774-24-2400

医療 (有)おざわ動物病院 宇治市宇治弐番4 0774-21-4100 

美容 (株)ヤマダ 本社 宇治市神明宮東4-3 0774-22-4038

サービス はちのき家 宇治市宇治妙楽155番地の5 0774-23-5390

サービス aromatic きょうと 宇治市宇治妙楽155番地の5 080-1511-6818

サービス 食育・D ネット 宇治市宇治妙楽155番地の5 090-2389-0333

サービス ハッピー子育てサポート ここあがり 宇治市宇治妙楽155番地の5 0774-23-5390

サービス エムケイ石油株式会社 best value station 黄檗 宇治市五ヶ庄福角44-8 0774-38-5978

サービス エムケイ石油株式会社 向島営業所 宇治市槙島町十八41 0774-23-1632

サービス 訪問マッサージ　てらさか 宇治市槙島町南落合99-17 0774-23-0433

塗装 辻川看板塗装工芸 宇治市宇治妙楽107 0774-22-3615

精密機器 田中精工(株) 宇治市槇島町目川129-1 0774-25-1166

不動産 (株)エクシブ 宇治市六地蔵町並42番地　(町並ビル1階) 0774-38-2666

不動産管理 (株)エクシブ管理センター 宇治市六地蔵町並42番地　(町並ビル1階) 0774-38-2666

運送 (株)宇治吉田運送 宇治市木幡東中34-7 0774-31-8291

学習支援 奥西珠算教室 宇治市五ヶ庄三番割10-6 0774-32-0235

米穀店 谷商店 宇治市神明宮東24-3 0774-21-2515

工務店 木田工務店 宇治市宇治里尻49-141 0774-23-1411

流通 (株)平和堂　アル・プラザ宇治東 宇治市莵道平町28-1 0774-31-2550

管工事 アイテム(株) 宇治市五ｹ庄福角69-6 0774-33-7040

管工事 (株)小西商店 水彩工房 西宇治支店 宇治市開町27-7 0774-43-3377

小売 セブン-イレブン 宇治近鉄小倉駅西店 宇治市小倉町西浦76番2 0774-21-7257

小売 セブン-イレブン 宇治京阪木幡駅前店 宇治市木幡内畑34番地9 0774-33-0663

小売 セブン-イレブン 宇治広野町店 宇治市広野町東裏61-5 0774-44-3560

小売 セブン-イレブン 宇治五ヶ庄店 宇治市五ヶ庄福角25-16 0774-31-5586

小売 セブン-イレブン 京都大学宇治おうばくプラザ店 宇治市柏田67-1 0774-33-4201

小売 フレスコ 木幡店 宇治市木幡南端10 0774-31-4881

小売 フレスコ 小倉店 宇治市小倉南堀池8-2 0774-28-3291

小売 フレスコ 宇治店 宇治市小倉町老ノ木38-2 0774-25-0081

小売 ドラッグユタカ槇島店 宇治市槇島町本屋敷12 0774-21-7822

運輸業 ヤマト運輸(株) 宇治槙島センター 宇治市槇島町中川原176番地 0570-200-000

運輸業 ヤマト運輸(株) 宇治木幡センター 宇治市五ケ庄福角69 0570-200-000

運輸業 ヤマト運輸(株) 宇治菟道センター 宇治市五ケ庄福角69 0570-200-000

運輸業 ヤマト運輸(株) 宇治広野センター 宇治市伊勢田町砂田148-1 0570-200-000

運輸業 ヤマト運輸(株) 宇治センター 宇治市伊勢田町砂田148-1 0570-200-000

旅客輸送 エムケイ株式会社 宇治城陽営業所 宇治市広野町西裏82-5 0774-41-2886

旅客輸送 宇治第一交通株式会社 宇治市宇治乙方38−1 0774-22-2821

自動車整備 ダイワ自動車 宇治市小倉町蓮池130-22 0774-22-1298 

住宅設備 タカミ工務店 宇治市木幡南山畑33-3 0774-66-3081

食品加工 日本ジフィー食品株式会社 宇治工場 宇治市大久保町田原1番地 0774-41-6134

食品製造 (有)ツア・クローネ 宇治市琵琶台1丁目4-2 0774-25-6633

食品製造 (有)ノンアレコムギコ 宇治市伊勢田町名木1丁目1-229 0774-43-8986

接客 A-village＆むらかみパソコン教室 宇治市五ヶ庄二番割52-8-1F 0774-32-2905 　

販売業 (株)シナプス　メガネの三城　 宇治槇島店 宇治市槇島町一ノ坪33-2 0774-22-2524

販売 ワタミ(株)宅食事業部 京都第２支部宇治営業所 宇治市槇島町一ノ坪9 0120-321-510

製造・販売 株式会社ジーアンドエー 宇治市宇治善法122番地59 0774-21-7080

製造 南京都自動車産業株式会社 宇治市大久保町北ノ山35-1 0774-43-1155

製茶 青山製茶 宇治市宇治市下居136-1 0774-21-4380

製茶 (有)旭園製茶所 宇治市宇治弐番76 0774-22-4113

報道 エフエム宇治放送株式会社 宇治市宇治琵琶45-13 0774-24-0888

宇治市



業種 企業名 事業所名 住所 電話市町村

新聞販売 京都新聞 羽拍子販売所 宇治市開町59-8 0774-43-6828 

新聞販売 朝日新聞小倉店(ASA小倉) 宇治市小倉町蓮池172-17 0774-23-5763

新聞販売 朝日新聞サービスアンカーASA宇治西 宇治市大久保町北ノ山104-19 0774-46-1672

新聞販売 朝日新聞サービスアンカー宇治 　 宇治市JR宇治駅前 0774-21-4611

新聞販売 朝日新聞ASA宇治黄檗 宇治市五ケ庄平野8-1 0774-39-8440

新聞販売 京都新聞黄檗販売所 宇治市五ケ庄新開11-15 0774-31-8240

新聞販売 (有)京都新聞小倉東販売所 宇治市宇治半白8-88 0774-23-7677

配置薬事業 布亀株式会社 家庭生活応援事業部 宇治市伊勢田町遊田69-1布亀株式会社デリバリーセンター内 0774-25-5811

金融 京都銀行 久津川支店 城陽市平川横道41-1 0774-55-3711

金融 京都銀行 寺田駅前出張所 城陽市寺田西ノ口7-4 0774-55-4111

金融 京都銀行 城陽支店 城陽市寺田袋尻21-2 0774-52-6621

金融 京都銀行 富野荘支店 城陽市枇杷庄鹿背田68 0774-54-2211

金融 京都中央信用金庫 寺田支店 城陽市寺田樋尻54番地の2 0774-52-3490

金融 京都中央信用金庫 城陽支店 城陽市寺田高田5番地の7 0774-55-3511

金融 京都中央信用金庫 久津川支店 城陽市平川横道13番地の1 0774-53-2111

金融 京都中央信用金庫 富野荘支店 城陽市枇杷庄鹿背田84番11 0774-55-6711

金融 京都信用金庫 城陽駅前支店 城陽市寺田水度坂15番49 0774-55-6030

金融 京都信用金庫 城陽支店 城陽市平川室木91-4 0774-52-6611

農業協同組合 京都やましろ農業協同組合 城陽支店 城陽市寺田中大小137 0774-53-0050

農業協同組合 京都やましろ農業協同組合 城陽南支店 城陽市富野北垣内56・59-1合地 0774-53-0070

薬局 ファルコはやぶさ薬局 寺田店 城陽市寺田垣内後43-6 0774-57-0607

薬局 れもん薬局 城陽市寺田水度坂15-170 0774-52-0285

薬局 富野薬局 城陽市富野南清水8-81 0774-53-2230

薬局 ふれあい城南薬局 城陽市平川車塚1-2 0774-52-2809

薬局 久津川薬局 城陽市平川中道表1-11 0774-52-5927

薬局 なる薬局 城陽市富野鷺坂山59-3 0774-57-0751

薬局 ファルコはやぶさ薬局 平川店 城陽市平川西六反34-1 0774-54-7265

畳製造 田中畳店 城陽市富野東田部1-1 0774-53-1652

接骨院・整骨院 やすもと接骨院・鍼灸院 城陽市枇杷庄島ノ宮80-189 0774-54-3154

家電小売 ハヤブサ電機 城陽市枇杷庄鹿背田83-11 0774-53-2211

電気工事 (株)Ｅテックス 城陽市平川浜道裏27-9 0774-43-9820

電気工事 (有)武村電設 城陽市久世里の西184-8 0774-53-7652

歯科医院 村上歯科医院 城陽市平川大将軍67-48 0774-54-1148

歯科医院 小西歯科医院 城陽市平川中道表12-88 0774-53-1910

飲食店 だいや 城陽市寺田中大小108 0774-52-1720

米店 きくいち米酒店 城陽市寺田今掘62-69 0774-52-8855

米店 米穀・果実店　カネマサ（クリーニング白水社） 城陽市富野堀口80 0774-54-2762

酒店 木田酒店 城陽市久世下大谷18-117 0774-53-1366

酒店 寿屋 城陽市寺田樋尻55-4 0774-55-6767

酒店 わんまいる久津川・キタオ 城陽市平川指月59 0774-55-1331

日用品店 イソダ商店 城陽市富野乾垣内39-9 0774-53-0321

寝具店 さわだふとん 城陽市久世南垣内139 0774-52-2575

美容室 ヘアーメイク キブン 城陽市寺田林ノ口11-365 0774-55-1183

理美容室 ヘアーエステサロン セレブレイト 城陽市寺田西ノ口38-6 0774-53-7157

理髪店 ヘアーサロン・ナオ 城陽市寺田樋尻60-45 0774-52-4874

理髪店 理容松本 城陽市寺田北山田31-151 0774-53-6285

理髪店 カットスタジオ・オク 城陽市寺田東ノ口17-132 0774-52-6764

理髪店 リーブル・タニ 城陽市富野西垣内4-4 0774-52-4281

ハウスクリーニング ライフ イズ アート 城陽市久世里ノ西22-8 0774-56-.3939

食品製造業 (株)城南給食センター 城陽市寺田垣内後28-2 0774-52-2814

小売 セブン-イレブン 山城大橋東店 城陽市奈島芝新田16番1 0774-56-1516

運輸業 ヤマト運輸(株) 城陽富野センター 城陽市寺田新池86-3 0570-200-000

運輸業 ヤマト運輸(株) 城陽寺田センター 城陽市寺田新池86-3 0570-200-000

金融 京都銀行 松井山手支店 京田辺市山手南2-2-1 0774-64-3212

金融 京都銀行 三山木支店 京田辺市三山木初メ3-1 0774-65-3411

金融 京都銀行 田辺支店 京田辺市田辺中央3丁目7番地1 0774-62-3232

金融 京都銀行 大住支店 京田辺市大住ヶ丘4-2-8 0774-63-0101

金融 京都中央信用金庫 田辺支店 京田辺市興戸東垣内10番地の1 0774-63-5171

金融 京都中央信用金庫 田辺駅前支店 京田辺市田辺中央6丁目7番地6 0774-62-0800

金融 京都中央信用金庫 松井山手支店 京田辺市山手中央1番地4 0774-62-6100

金融 京都信用金庫 田辺支店 京田辺市河原食田10番地の63 0774-63-2111

金融 京都信用金庫 三山木支店 京田辺市三山木田中28番地1 0774-63-2122

金融 京都信用金庫 松井山手支店 京田辺市山手中央1-8 0774-63-3511

農業協同組合 京都やましろ農業協同組合 本店　総合企画部 京田辺市田辺鳥本1-2 0774-62-1200

農業協同組合 京都やましろ農業協同組合 本店　信用部 京田辺市田辺鳥本1-2 0774-62-9355

農業協同組合 京都やましろ農業協同組合 本店　共済部 京田辺市田辺鳥本1-2 0774-62-9388

農業協同組合 京都やましろ農業協同組合 本店　営農部 京田辺市田辺鳥本1-2 0774-62-5890

農業協同組合 京都やましろ農業協同組合 京田辺支店 京田辺市田辺鳥本1-2 0774-62-1177

農業協同組合 京都やましろ農業協同組合 本店　介護サービスセンター 京田辺市草内宮ノ後38-1 0774-64-7855

農業協同組合 京都やましろ農業協同組合 北部営農経済センター 京田辺市大住中島1-1 0774-64-7200

宇治市

京田辺市

城陽市



業種 企業名 事業所名 住所 電話市町村

薬局 京寿薬局 興戸店 京田辺市興戸北落延42-1 0774-46-9555

薬局 京寿薬局 本店 京田辺市田辺中央6-3-2　 0774-64-2545

薬局 たなべゆう薬局 京田辺市河原神谷8-19 0774-68-1601

薬局 ツバサ薬局 京田辺店 京田辺市薪水取54-5 0774-64-8880

薬局 ツバサ薬局 新田辺駅前店 京田辺市河原食田10-8 0774-68-1326

薬局 きはら薬局 京田辺市三山木田中12 0774-62-0227

家電小売 (株)ツボイ電器花住坂店 京田辺市花住坂1丁目30-7 0774-63-1630

家電小売 セイビデンキ花住坂店 京田辺市花住坂2丁目20-1 0774-62-7284

家電販売 (株)システムクリエイト 京田辺市三山木野神104 0774-65-5319

車販売 植田モーター販売 京田辺市興戸久保39-3 0774-63-3102

車販売・修理 上村自動車 京田辺市草内上り立45 0774-62-0176

車販売・修理・保険 さがオート 京田辺市東古森10-3 0774-63-0146

団体 キララ商店街事業協同組合 「キララの駅」 京田辺市河原食田10-70 0774-63-5267

団体 京田辺市商工会 京田辺市田辺中央4-3-3 0774-62-0093

花販売 ストロベリーフィールズ 京田辺市興戸犬伏17-8 アデストビル108 0774-65-1178

包装資材 (株)田辺包装 京田辺市興戸町田10-1 0774-62-2340

建設部品 (有)橋本ガラス建材 京田辺市田辺道場11 0774-62-1199

歯科医院 三宅歯科医院 京田辺市田辺中央４丁目3-7 0774-65-3435

サービス 夢職人 京田辺市田辺中央5丁目2-1 アルプラザ京田辺店1階 0774-68-2560

あん摩・鍼灸 やわらぎ治療院 京田辺市打田上西浦7 090-9614-0123

宗教法人 宗教法人 天地の大神大親教会 京田辺市三山木田中16-1 0774-62-0703

不動産業 グッドライフパートナーズ(株) 京都支店 京田辺市薪小欠30-2 0774-65-9711

接骨院・整骨院 中岡接骨院 京田辺市河原食田10-19 大東田辺ビル101 0774-63-4514

接骨院・整骨院 ふくろう整骨院 京田辺市三山木見尊田6-1 アメニティコート101 0774-51-6373

小売 セブン-イレブン 京田辺河原店 京田辺市河原北口21-1 0774-63-2377

運輸業 ヤマト運輸(株) 京田辺大住センター 京田辺市興戸犬伏33-1 0570-200-000

運輸業 ヤマト運輸(株) 京田辺センター 京田辺市興戸犬伏33-1 0570-200-000

運輸業 ヤマト運輸(株) 京田辺中央センター 京田辺市興戸犬伏33-1 0570-200-000

販売 ワタミ(株)宅食事業部 京都第２支部京田辺営業所 京田辺市興戸町田48 0120-321-510

水道・ガス 株式会社村雲商店 京田辺市普賢寺上大門40 0774-62-4374

介護用品販売業 株式会社愛安住 京田辺市田辺蕪木22-17 0774-68-1815

ガス 株式会社田辺ガス 京田辺市興戸塚ノ本18-1 0774-62-4141

保険 株式会社京都あんしん保険 京田辺市大住杉ノ森10-6 0774-63-0351

飲食 帆影 京田辺市興戸犬伏24-4 0774-62-1823

ギフト販売 伊藤屋株式会社 京田辺支店 京田辺市河原食田10-70 0774-62-1108 

パン販売 パン・メゾン　ワイズ 京田辺市薪茶屋前23-6 0774-63-4690

金融 京都銀行 久御山町支店 久世郡久御山町佐山双栗49番地1 0774-43-8511

金融 京都中央信用金庫 久御山支店 久世郡久御山町佐山双栗16番地4 0774-43-8211

金融 京都中央信用金庫 久御山中央支店 久世郡久御山町田井向野43番11 0774-44-9121

金融 京都信用金庫 久御山支店 久世郡久御山町佐山双栗16番地5 0774-44-5301

農業協同組合 京都やましろ農業協同組合 久御山町支店 久世郡久御山町野村井ノ坪16 075-631-3354

接骨院・整骨院 シンキ接骨院 久世郡久御山町佐山双置47 0774-41-6511

クリーニング (株)アグティ 本社 久世郡久御山町森村東232-1 075-633-6655

美容 ペーハーセブン ファイブ店 久世郡久御山町栄1丁目-116 0774-43-6468

美容 ペーハーセブン公団店 久世郡久御山町林北畑105-17-101 0774-46-5707

美容 エリート・フォーユー 久世郡久御山町藤和田10-10 ハイツバロン1F 075-632-2898

タクシー 愛都交通(株) 久世郡久御山町田井西荒見91-1 0774-45-0114

自動車販売 モータース北弥 久世郡久御山町佐山東代3-1 0774-44-5225

自動車販売 (株)尾崎モータース 久世郡久御山町田井浜代7番地 0774-44-3300

自動車販売 ライフオートイマニシ 久世郡久御山町佐古内屋敷48-1 0774-44-6188

小売 神谷米穀店 久世郡久御山町佐山新開地184-1 0774-41-6397

小売 御菓子司 光栄堂 久世郡久御山町佐山東代4-28 0774-44-7205

小売 セブン-イレブン 久御山佐山店 久世郡久御山町佐山東代1-2 0774-45-3112

公益法人 久御山町商工会 久世郡久御山町田井浜代5-1 075-631-6518

電装品・販売修理 杉江電気工業(株) 久御山営業所 久世郡久御山町田井新荒見81-1 0774-45-1139

家電小売 (有)ライフアートイマニシ 久世郡久御山町佐古内屋敷48-1 0774-44-6188

家電小売 (有)よこいでんき 久世郡久御山町栄3丁目1番地の185 0774-46-2686

運輸業 ヤマト運輸(株) 久御山センター 久世郡久御山町大字西一口小字西池5-3 0570-200-000

運輸業 ヤマト運輸(株) 久御山東センター 久世郡久御山町大字西一口小字西池5-3 0570-200-000

サービス エムケイ石油株式会社 久御山南営業所 久世郡久御山町野村村東88-1 075-632-5656

介護用品販売業 ニック株式会社 京都営業所 久世郡久御山町島田堤外22 075-632-5722

スポーツ 株式会社ノーザンライツ・コーポレーション 久御山町・健康増進センター「いきいきホール」 久世郡久御山町大字佐小字外屋敷254-1 0774-41-3466

金融 京都銀行 男山支店 八幡市男山八望3-1 075-981-1200

金融 京都銀行 八幡中央支店 八幡市八幡沓田10-5 075-983-8511

金融 京都銀行 八幡支店 八幡市八幡高坊10-9 075-981-2121

金融 京都中央信用金庫 橋本支店 八幡市橋本堂ヶ原53番地 075-983-1100

金融 京都中央信用金庫 八幡支店 八幡市八幡三本橋35番地の3 075-971-1321

農業協同組合 京都やましろ農業協同組合 八幡市支店 八幡市内里蜻蛉尻20 075-981-1315

薬局 (株)スギ薬局 八幡男山店 八幡市八幡中ノ山194番地1 075-971-3417

薬局 フェリス薬局 八幡市欽明台中央1-2 075-874-6781

久御山町

八幡市

京田辺市



業種 企業名 事業所名 住所 電話市町村

接骨院・整骨院 馬渕接骨院 八幡市川口西扇30-3 075-982-7974

接骨院・整骨院 田中接骨院 八幡市男山石城9-7 075-983-9219

家電小売 スマイリング　にしかわ 八幡市八幡三本橋35-5 075-981-0041

家電小売 ライフポケット八幡店 八幡市美濃山御幸7-7 075-971-9855

家電小売 山本電器店 八幡市八幡今田23-4 075-981-1346

歯科医院 前川歯科医院 八幡市男山八望3-1 B52 075-982-0648

美容 美容室エリート 八幡市八幡長町1-1 075-631-5644

小売 セブン-イレブン 八幡市民体育館前店 八幡市上津屋浜垣内104-1 075-982-1399

小売 セブン-イレブン 八幡市男山指月店 八幡市男山指月3番19 075-982-0287

小売 セブン-イレブン 八幡御幸谷店 八幡市八幡御幸谷71-10 075-982-2177

小売 セブン-イレブン 男山店 八幡市男山松里15-3 075-982-7223

配送 八幡配送 八幡市川口萩原1番地 075-981-2774

宅配 楽々エプロン隊 八幡市八幡吉野31-2 075-983-7095

運輸業 ヤマト運輸(株) 八幡男山センター 八幡市八幡五反田35-6 0570-200-000

運輸業 ヤマト運輸(株) 八幡内里センター 八幡市八幡五反田35-6 0570-200-000

宅配便 佐川急便株式会社 八幡営業所 八幡市下奈良竹垣内1-1 075-981-2294

旅客輸送 エムケイ株式会社 八幡営業所 八幡市八幡科手4-16 075-972-3731

金融 京都銀行 宇治田原支店 綴喜郡宇治田原町大字郷之口小字中林2 0774-88-3737

金融 京都中央信用金庫 宇治田原支店 綴喜郡宇治田原町大字贄田小字植山36番地の2 0774-88-4311

農業協同組合 京都やましろ農業協同組合 宇治田原町支店 綴喜郡宇治田原町大字立川小字宮ノ本22 0774-88-2034

運輸業 ヤマト運輸(株) 宇治田原センター 綴喜郡宇治田原町大字贄田小字船戸24-1 0570-200-000

金融 南都銀行 玉水支店 綴喜郡井手町井手柏原39-1 0774-82-3611

金融 京都中央信用金庫 井手支店 綴喜郡井手町大字井手小字南玉水3番地 0774-82-3911

農業協同組合 京都やましろ農業協同組合 井手町支店 綴喜郡井手町大字多賀小字東松ケ花56-1 0774-82-2613

理容 ぱんちん 綴喜郡井手町井手宮ノ本56 0774-82-5187

理容 ヘアーサロンワダ 綴喜郡井手町多賀西北ノ代52-2 0774-82-4592

電気工事 小川電気商会(株) 綴喜郡井手町井手北猪ノ阪6 0774-82-2145

電気工事 篠田電気商会 綴喜郡井手町多賀新造2 0774-82-2274

公益法人 井手町商工会 綴喜郡井手町井手橋ノ本14-3 0774-82-4073

パン製造 ブール井手店 綴喜郡井手町井手宮ノ本40 0774-82-2437

LP・酒類販売 (株)大西商店 綴喜郡井手町井手柏原68 0774-82-2056

LP・食料品小売 中田商店 綴喜郡井手町井手柏原20-1 0774-82-2605

食料品小売 魚直 綴喜郡井手町井手北猪ノ阪5 0774-82-2140

食料品小売 汐見商店 綴喜郡井手町井手西高月14-2 0774-82-2378

食料品小売 なか村 綴喜郡井手町井手南猪ノ阪88 0774-82-2316

食料品製造 たまご屋 綴喜郡井手町井手下赤田80 0774-82-2539

総合食料品販売 宮本商事(株) 綴喜郡井手町井手宮ノ本86 0774-82-4090

衣料品販売 中坊呉服店 綴喜郡井手町井手梅ノ木原69 0774-82-2323

文具小売 杉山弘文堂 綴喜郡井手町井手柏原4-3 0774-82-2777

サービス (株)山城自動車教習所 綴喜郡井手町多賀西北河原49 0774-82-2165

建設 部落解放 井手建設協同組合 綴喜郡井手町井手下赤田80 0774-82-2539

クリーニング クリーニングのツカモト 綴喜郡井手町井手柏原29-1 0774-82-2221

金融 京都銀行 木津支店 木津川市大字木津小字池田36-1 0774-72-2211

金融 京都中央信用金庫 加茂町支店 木津川市加茂町兎並西の坊3番地 0774-76-2345

金融 京都中央信用金庫 棚倉出張所 木津川市山城町平尾三所塚57番地3 0774-86-3939

金融 京都中央信用金庫 山田川支店 木津川市相楽城西24番地 0774-72-7111 

金融 京都中央信用金庫 木津支店 木津川市木津池田93番地の8 0774-72-5151

農業協同組合 京都やましろ農業協同組合 南部営農経済センター 木津川市加茂町岡崎三光寺43-1 0774-76-0003

農業協同組合 京都やましろ農業協同組合 木津支店 木津川市木津八色18-7 0774-72-1771

農業協同組合 京都やましろ農業協同組合 山城支店 木津川市山城町椿井柳田1-1 0774-86-2276

農業協同組合 京都やましろ農業協同組合 加茂支店 木津川市加茂町里南古田81 0774-76-2063

薬局 薬局セブンファーマシー 木津南店 木津川市州見台3-8-5 エミエール木津南101 0774-75-2827

薬局 薬局セブンファーマシー くにみ台店 木津川市州見台7-1-1 0774-75-1040

薬局 木津ケアーズ薬局 木津川市木津池田20 0774-72-0638

薬局 山口薬局 木津店 木津川市木津池田2 0774-73-6498

薬局 ふれあい薬局・山城 木津川市大字木津小字池田50-10 0774-71-9711

薬局 はたけやま薬局 木津川市木津町西垣外38-2 0774-71-9212

薬局 サン薬局木津店 木津川市木津川駅前1-19 0774-73-1280

歯科医院 内藤歯科 木津川市兜台3丁目9-4 0774-71-0711

運輸業 ヤマト運輸(株) 京都加茂センター 木津川市山城町椿井小字北代86-1 0570-200-000

運輸業 ヤマト運輸(株) 京都山城センター 木津川市山城町椿井小字北代86-1 0570-200-000

サービス スズキカーズ 木津川店 木津川市州見台1丁目6-10 0774-75-1350

新聞販売 朝日新聞東宇治店(ASA東宇治) 木津川市木津池田23-5 090-8986-8852

便利屋 便利屋 ねこの手ジャパン 木津川市山城町平尾上垣内10番地 0120-891-954

金融 京都銀行 精華町支店 相楽郡精華町祝園西1丁目32番4 0774-93-2300

金融 京都中央信用金庫 精華支店 相楽郡精華町祝園西1丁目32番地3 0774-93-1321

農業協同組合 京都やましろ農業協同組合 精華町支店 相楽郡精華町祝園西1丁目31-5 0774-94-2103

運輸業 ヤマト運輸(株) 京都木津センター 相楽郡精華町祝園西1丁目12-8 0570-200-000

井手町

宇治田原町

八幡市

木津川市

精華町



業種 企業名 事業所名 住所 電話市町村

運輸業 ヤマト運輸(株) 京都精華センター 相楽郡精華町祝園西1丁目12-8 0570-200-000

宅配便 佐川急便株式会社 京都精華営業所 相楽郡精華町北稲八間大字角田1-1 075-981-2294

金融 京都中央信用金庫 和束出張所 相楽郡和束町大字南小字川口46番地の2 0774-78-3637

農業協同組合 京都やましろ農業協同組合 和束町支店 相楽郡和束町大字南小字下河原14-2 0774-78-2013

農業協同組合 京都やましろ農業協同組合 南山城村支店 相楽郡南山城村大字北大河原小字久保24-2 0743-93-0301

農業協同組合 京都やましろ農業協同組合 笠置（取次店） 相楽郡笠置町大字笠置小字西通り78 0743-95-2004

薬局 マツヤマ薬局 相楽郡笠置町笠置市場6 0743-95-2778

金融 京都銀行 千代川支店 亀岡市千代川町小川2丁目5番4号 0771-23-1211

金融 京都銀行 東亀岡支店 亀岡市篠町浄法寺中村16-1 0771-24-2411

金融 京都銀行 亀岡支店 亀岡市北町51 0771-22-3411

金融 京都銀行 大井支店 亀岡市大井町土田2-1-21 0771-24-8811

金融 京都中央信用金庫 亀岡支店 亀岡市篠町浄法寺松岡27番地の7 0771-24-6311

金融 京都中央信用金庫 亀岡駅前支店 亀岡市追分町馬場通2番地の9 0771-24-8371

金融 京都信用金庫 亀岡支店 亀岡市追分町馬場通20番地6 0771-22-5611

金融 京都信用金庫 京信住宅ローンプラザ亀岡 亀岡市追分町馬場通20番地6 京都信用金庫 亀岡支店1階 0120-381-252

金融 京都信用金庫 東亀岡支店 亀岡市篠町広田2丁目12番8号 0771-24-3101

農業協同組合 京都農業協同組合 本店 亀岡市余部町天神又2 0771-22-5505

農業協同組合 京都農業協同組合 亀岡中央支店 亀岡市余部町天神又2 0771-22-1186

農業協同組合 京都農業協同組合 亀岡西部支店 亀岡市宮前町宮川口小谷10 0771-26-2006

農業協同組合 京都農業協同組合 亀岡中部支店 亀岡市曽我部町寺西川1-1 0771-22-0240

農業協同組合 京都農業協同組合 亀岡大井支店 亀岡市大井町並河2-1-6 0771-24-0770

農業協同組合 京都農業協同組合 亀岡川東支店 亀岡市馬路町上脇田17 0771-22-0669

農業協同組合 京都農業協同組合 保津支店 亀岡市保津町宮ノ上19 0771-24-0880

農業協同組合 京都農業協同組合 篠支店 亀岡市篠町野条上又19-1 0771-22-0104

農業協同組合 京都農業協同組合 亀岡広域営農センター 亀岡市曽我部町寺西川1-1 0771-29-5723

農業協同組合 京都農業協同組合 農畜産物直売所（たわわ朝霧） 亀岡市篠町野条上又30 0771-23-8318

薬局 (株)スギ薬局 馬堀店 亀岡市篠町馬堀伊賀ノ辻8-5 0771-29-5534

薬局 あい薬局 千代川店 亀岡市千代川町小林前田143 0771-29-5802

薬局 モチヅキ薬局 亀岡市新町18 0771-22-0303

薬局 吉川ゆう薬局　 亀岡市吉川町吉田段ノ坪24-3 0771-21-0077

薬局 ちよかわ薬局 亀岡市千代川町千原1-34-4 0771-29-6088

家電小売 ミゾツラ電器 亀岡市新町17 0771-22-5856

電気工事 (有)西三電気工業所 亀岡市篠町見晴3丁目19-1 0771-23-5924

歯科医院 前川歯科医院 亀岡市北古世町2丁目12-1 0771-23-1992

小売 セブン-イレブン 亀岡篠町王子店 亀岡市篠町王子西ノ山5番1 0771-23-1202  

小売 セブン-イレブン 亀岡今津２丁目店 亀岡市千代川町今津2丁目5ー10 0771-25-0696

小売 セブン-イレブン 亀岡運動公園前店 亀岡市曽我部町穴太大塚22-1 0771-22-7721

小売 フレスコ 亀岡店 亀岡市篠町浄法寺中村45-1 0771-29-6661

小売 フレスコ 亀岡安町店 亀岡市安町釜ヶ前89番 0771-29-6801

運輸業 ヤマト運輸(株) 亀岡篠センター 亀岡市大井町並河3-111-1 0570-200-000

運輸業 ヤマト運輸(株) 亀岡大井センター 亀岡市大井町並河3-111-1 0570-200-000

運輸業 ヤマト運輸(株) 亀岡余部センター 亀岡市大井町並河3-111-1 0570-200-000

宅配便 佐川急便株式会社 亀岡営業所 亀岡市篠町篠下長尾49 0771-25-7510

美容室 ビューティーサロンサワ 亀岡市大井町小金岐2丁目18-13 0771-22-7177

金融 京都銀行 園部支店 南丹市園部町美園町6号3 0771-62-0540

金融 京都銀行 美山支店 南丹市美山町静原垣内7-13 0771-75-0221

金融 京都銀行 八木支店 南丹市八木町八木杉ノ前29 0771-42-2008

金融 京都信用金庫 園部支店 南丹市園部町本町41番地 0771-62-0570

金融 京都信用金庫 八木支店 南丹市八木町八木杉ノ前35番地1 0771-42-2257

農業協同組合 京都農業協同組合 美山支店 南丹市美山町島島台55 0771-75-0013

農業協同組合 京都農業協同組合 園部支店 南丹市園部町美園町7-1 0771-62-0560

農業協同組合 京都農業協同組合 園部黒田支店 南丹市園部町黒田大木本37 0771-62-1688

農業協同組合 京都農業協同組合 八木支店 南丹市八木町西田金井畠19-1 0771-42-2129

農業協同組合 京都農業協同組合 日吉支店 南丹市日吉町保野田田中31-3 0771-72-0080

農業協同組合 京都農業協同組合 酪農センター 南丹市八木町日置フジ田1-1 0771-42-2079

農業協同組合 京都農業協同組合 南丹広域営農センター 南丹市園部町黒田大木本37 0771-62-1677

郵便局 日本郵便(株) 園部郵便局 南丹市園部町上本町南2-10 0771-62-0375

郵便局 日本郵便(株) 埴生郵便局 南丹市園部町埴生油田25-2 0771-65-0050

郵便局 日本郵便(株) 園部船阪郵便局 南丹市園部町船阪北ダイ36-2 0771-62-1990

郵便局 日本郵便(株) 胡麻郵便局 南丹市日吉町胡麻的場1-2 0771-74-0050

郵便局 日本郵便(株) 日吉郵便局 南丹市日吉町保野田市野6-8 0771-72-0050

郵便局 日本郵便(株) 日吉四ツ谷郵便局 南丹市日吉町四ツ谷堂中38-4 0771-73-0050

郵便局 日本郵便(株) 神吉郵便局 南丹市八木町神吉栄賀本21-2 0771-44-0500

郵便局 日本郵便(株) 吉富郵便局 南丹市八木町木原ヒジガ坪8-4 0771-42-2939

郵便局 日本郵便(株) 八木郵便局 南丹市八木町八木東久保18-1 0771-42-3100

薬局 フロンティア薬局 八木店 南丹市八木町八木上野25-5 0771-43-2110

薬局 八木ゆう薬局 南丹市八木町八木上野24-3 0771-42-2573

笠置町

南山城村

和束町

精華町

南丹市

亀岡市



業種 企業名 事業所名 住所 電話市町村

薬局 竹中薬局 南丹市園部町上本町10 0771-62-0217

接骨院・整骨院 矢野接骨院 南丹市園部町美園町5号5-6 0771-63-1080

家電小売 山内電器 南丹市園部町美園町6-22 0771-62-0564

電気工事 山岸電設(株) 南丹市園部町船岡馬場18 0771-63-1030

運輸業 ヤマト運輸(株) 京都園部センター 南丹市園部町小山東町川向22-11 0570-200-000

運輸業 ヤマト運輸(株) 京都北桑田センター 南丹市園部町小山東町川向22-11 0570-200-000

運輸業 ヤマト運輸(株) 京丹波センター 南丹市園部町小山東町川向22-11 0570-200-000

金融 京都銀行 須知支店 船井郡京丹波町須知天神4-1 0771-82-0075

金融 京都北都信用金庫 瑞穂支店 船井郡京丹波町大朴世戸垣内18-1 0771-86-0025

農業協同組合 京都農業協同組合 丹波支店 船井郡京丹波町蒲生梅の木5-1 0771-82-1125

農業協同組合 京都農業協同組合 瑞穂支店 船井郡京丹波町和田丸戸15 0771-86-0160

農業協同組合 京都農業協同組合 和知支店 船井郡京丹波町本庄福安1 0771-84-0300

郵便局 日本郵便(株) 三ノ宮郵便局 船井郡京丹波町三ノ宮高尾1-7 0771-88-0050

郵便局 日本郵便(株) 丹波郵便局 船井郡京丹波町須知伏拝5-2 0771-82-0050

郵便局 日本郵便(株) 梅田郵便局 船井郡京丹波町水原前垣内4-5 0771-87-0050

郵便局 日本郵便(株) 桧山郵便局 船井郡京丹波町和田大下7-4 0771-86-0050

郵便局 日本郵便(株) 広野郵便局 船井郡京丹波町広野中地7-2 0771-84-0074

郵便局 日本郵便(株) 和知篠原郵便局 船井郡京丹波町篠原石佛31-7 0771-84-0056

郵便局 日本郵便(株) 和知郵便局 船井郡京丹波町本庄ノハタ15 0771-84-0050

郵便局 日本郵便(株) 下山郵便局 船井郡京丹波町下山小野6-5 0771-83-0050

薬局 ささゆり薬局 船井郡京丹波町本庄木下5-2 0771-84-0127

薬局 ティエス調剤薬局 みずほ店 船井郡京丹波町和田大下4-1 0771-88-5577

薬局 みずほゆう薬局 船井郡京丹波町和田大下20-1 0771-86-1022

家電小売 昭和電機(株) 船井郡京丹波町本庄花ノ木15番地 0771-84-1103

家電小売 西山電気商会 船井郡京丹波町下大久保久保地61 0771-87-0213

家電小売・工事 (有)西村テレビ商会 船井郡京丹波町橋爪桧山35-6 0771-86-0176

飲食店 グリーンランドみずほ(株)森林浴レストラン 船井郡京丹波町大朴皿引1-4 0771-86-1512

建設業 (株)溝口建設 船井郡京丹波町豊田山内43 0771-82-2283

観光協会 京丹波町観光協会 船井郡京丹波町須知色紙用3-5 0771-89-1717

設備工事業 (株)猪田テクノス 船井郡京丹波町蒲生古池21-1 0771-82-0258

水道設備工事業 (有)山崎設備工業 船井郡京丹波町蒲生野口43-1 0771-82-0166

自動車整備・修理 田端輪業 船井郡京丹波町蒲生堂ノ上41-4 0771-82-0216

自動車整備・修理 京丹自動車整備 船井郡京丹波町水戸山崎3-1 0771-82-0380

建設資材業 上西建材店 船井郡京丹波町大朴世戸垣内20-1 0771-86-0022

市町村機関 (株)丹波情報センター 船井郡京丹波町蒲生梅ノ木6-1 0771-82-3077

美容院 シャンテ 船井郡京丹波町院内北側110 0771-82-3258

美容 B-SHED 船井郡京丹波町保井谷丸山17 0771-86-1306

美容 おしゃれルームホワイト 船井郡京丹波町橋爪渕上112-186 0771-86-1108

美容 もりもと美容室 船井郡京丹波町須知本町45-1 0771-82-0181

美容 ニュー清水 船井郡京丹波町本庄野畑11 0771-84-0408

理容 理容タケウチ 船井郡京丹波町橋爪桧山56-2 0771-86-0132

ガソリンスタンド 十三や　堀石油店 わちインターS．S 船井郡京丹波町才原舟戸32-1 0771-84-9356

ガソリンスタンド 十三や　堀石油店 本店S．S 船井郡京丹波町本庄今福15-2 0771-84-0138

牛乳配達 村井百貨店 船井郡京丹波町和田大下12 0771-86-0505

小売 おしゃれの店　まつむら 船井郡京丹波町大朴世戸垣内16番地 0771-86-0040

小売 グリーンランドみずほ(株) 道の駅｢瑞穂の里　さらびき｣ 船井郡京丹波町大朴休石10-1 0771-88-9350

小売 ミニストップ 瑞穂町和田店 船井郡京丹波町和田垣内30-2 0771-86-1898

小売 岩崎三紘堂 船井郡京丹波町須知本町43 0771-82-0033

小売 食料品の店　こやま 船井郡京丹波町大朴世戸垣内22番地 0771-86-0027

小売 太田酒店 船井郡京丹波町橋爪桧山58 0771-86-0010

小売 湊米穀ガスセンター 船井郡京丹波町須知居屋ノ下5-5 0771-82-1423

小売 七福堂 船井郡京丹波町本庄野間10 0771-84-0022

サービス グリーンランドみずほ(株) 船井郡京丹波町大朴皿引1-4 0771-86-1512

仕出し うを辰 船井郡京丹波町大朴世戸垣内10 0771-86-0032

宿泊 グリーンランドみずほ(株) みずほガーデンロッジ 船井郡京丹波町大朴皿引1-4 0771-88-7050

宿泊 角屋 船井郡京丹波町本庄野畑1番地 0771-84-0009 

造園 細見造園 船井郡京丹波町保井谷 0771-86-1128

燃料販売・住宅設備 有限会社あさひ堂 船井郡京丹波町橋爪桧山61 0771-86-0123

旅客輸送 西日本ジェイアールバス(株) 京丹波営業所 船井郡京丹波町橋爪桧山37-2 0771-86-1510

自動車 堀モータース 船井郡京丹波町本庄木下20-1 0771-84-0030

金融 京都銀行 福知山支店 福知山市末広町1-21 0773-22-3111

金融 京都銀行 福知山駅南支店 福知山市駅南町1-291 0773-24-8210 

金融 京都銀行 長田野出張所 福知山市長田野町3丁目1 0773-27-3111

金融 京都北都信用金庫 福知山中央支店 福知山市字裏ノ46-1 0773-22-4152

金融 京都北都信用金庫 岡ノ町支店 福知山市字岡ノ157 0773-22-4156

金融 京都北都信用金庫 六人部支店 福知山市字多保市235-2 0773-27-3737

金融 京都北都信用金庫 前田支店 福知山市字前田1071-5 0773-27-5791

金融 京都北都信用金庫 篠尾支店 福知山市篠尾新町3丁目97-3 0773-22-4155

金融 京都北都信用金庫 駅南支店 福知山市駅南町3丁目119 0773-22-4119

金融 京都北都信用金庫 三和支店 福知山市三和町千束606-3 0773-58-2021

南丹市

京丹波町

福知山市



業種 企業名 事業所名 住所 電話市町村

金融 京都北都信用金庫 額田支店 福知山市夜久野町額田1355 0773-37-0051

金融 京都北都信用金庫 大江町支店 福知山市大江町河守306-4 0773-56-0135

農業協同組合 京都丹の国農業協同組合 福知山支店 福知山市字新庄100-2 0773-22-2321

農業協同組合 京都丹の国農業協同組合 福知山営農経済センター 福知山市字新庄100-2 0773-22-2444

農業協同組合 京都丹の国農業協同組合 三和支店 福知山市三和町千束600 0773-58-2006

農業協同組合 京都丹の国農業協同組合 三和営農経済センター 福知山市三和町千束600 0773-58-3331

農業協同組合 京都丹の国農業協同組合 夜久野支店 福知山市夜久野町額田1357 0773-37-1121

農業協同組合 京都丹の国農業協同組合 夜久野営農経済センター 福知山市夜久野町額田1357 0773-37-1122

農業協同組合 京都丹の国農業協同組合 大江支店 福知山市大江町河守274 0773-56-1121

農業協同組合 京都丹の国農業協同組合 大江営農経済センター 福知山市大江町河守274 0773-56-0010

農業協同組合 京都農業協同組合 福知山支店 福知山市字篠尾小字長ヶ坪115-12 0773-22-6205

農業協同組合 京都農業協同組合 福知山東部支店 福知山市石原1-61 0773-27-3801

薬局 ふくちやまゆう薬局 福知山市篠尾新町3-115 0773-23-6661

薬局 榎原ゆう薬局 福知山市字榎原小字惣ノ貝1358・1358-3 0773-34-1125

薬局 内記ゆう薬局 福知山市内記63-53 0773-23-8018

薬局 牧ゆう薬局 福知山市字牧小字宮ヶ491 0773-33-5252

薬局 オレンジ薬局 福知山店 福知山市字前田1878-235 0773-45-8701

薬局 エバラ薬局 福知山市字内記47-18 0773-22-3567

薬局 豊富薬局 福知山市新庄100-2 0773-22-6314

薬局 阪神調剤薬局 末広ファーマシー店 福知山市末広町3丁目1番地-2 0773-23-6666

薬局 黒庄薬局 福知山市字東長56 0773-22-2028

薬局 (株)ケーエスケー 福知山支店 福知山市東羽合町123 0773-22-5595

接骨院・整骨院 太田接骨院 福知山市字堀内田2549-4 0773-24-4397

整骨院 おはら整骨院 福知山市厚中長221番地 0773-24-2132

鍼灸院 おがさわら鍼灸院 福知山市駅南町3-101 アルファユービル1F 0773-21-2529

鍼灸院 塩見接骨鍼灸院 福知山市北本町一区71-12 0773-22-3795

歯科医院 冨田歯科医院 福知山市北小谷ヶ丘1912-5 0773-23-2818

家電小売 (株)岩見電器 福知山市岩井東町7番2 0773-23-4815

家電小売 (有)アオイ電器 福知山市アオイ通3丁目 0773-23-3138

家電小売 ホソミデンキ 福知山市本堀1454 0773-23-7653

NPO法人 オークラ福祉応援団 福知山市一の宮603 0773-33-4123

小売 セブン-イレブン 福知山駅南店 福知山市駅南町2丁目267番 0773-24-3624

小売 セブン-イレブン 福知山末広店 福知山市末広町5丁目18番 0773-24-1217

小売 セブン-イレブン 福知山今安店 福知山市字拝師小字奥田2-1 0773-22-0128

小売 セブン-イレブン 福知山天津店 福知山市字上天津小字丸野1798番1 0773-33-3186

小売 セブン-イレブン 福知山荒河東店 福知山市荒河東町121 0773-22-8711

小売 セブン-イレブン 福知山篠尾店 福知山市字篠尾小字殿ヶ市776 0773-22-3025

小売 セブン-イレブン 福知山駅前町店 福知山市末広町2-3 0773-24-5977

小売 セブン-イレブン 福知山石原店 福知山市石原2丁目341番地 0773-27-1612

小売 セブン-イレブン 福知山前田店 福知山市前田新町15番地 0773-27-7217

小売 株式会社フクヤ 大江店 福知山市大江町字河守小字新町648-1 0773-56-1310

総合小売業 株式会社さとう 福知山市字上紺屋15番地 0773-22-0003

弁当販売 まごころ弁当 福知山市東本町129-4 ビバーチェ本庄1階 0773-25-5084

理容業 ハヤマ理容 福知山市駅前町330 0773-22-6059

理容業 理容　キリムラ 福知山市西中ノ町216-4 0773-23-6583

理容業 ﾍｱｰｻﾛﾝ　シモバヤシ 福知山市字内記64-24 0773-22-4025

理容業 ﾍｱｰｻﾛﾝ　やまかわ 福知山市内記51-57 0773-22-6411

理容業 飯尾理容店 福知山市東中ノ町24 0773-22-5829

理容業 ﾍｱｰｻﾛﾝ　やく 福知山市字天田旭が丘497-2 0773-23-6274

理容業 ﾍｱｰｻﾛﾝ　おかはら 福知山市字堀（本掘）1453-1 0773-22-4863

理容業 ﾍｱｰｻﾛﾝ　タゾエ 福知山市東岡368 0773-22-7220

理容業 理容　下林 福知山市岡ノ二町9-56 0773-22-5607

理容業 ＨＡＩＲ　Ｉｋｅｕｃｈｉ 福知山市厚中町19-3 0773-22-4590

理容業 ﾍｱｰｽﾃｰｼｮﾝ男爆発さわだ理容院 福知山市駅南町1丁目172番地 0773-23‐6758

理容業 ﾍｱｰｻﾛﾝ　タニグチ 福知山市篠尾新町2-74 0773-23-3788

理容業 ﾍｱｰｻﾛﾝ　髪ふうせん 福知山市駅南町１丁目１１１番地 0773-23-3838

理容業 理容　まつやま 福知山市石原2-44 0773-27-1502

理容業 森山理容院 福知山市前田新町41-1 0773-27-1285

理容業 理容たなべ 福知山市拝師992-1 0773-22-4915

理容業 ケーピース 福知山市北栄町77-2 0773-22-5907

ガス事業 (株)長田野ガスセンター 福知山市長田野町2丁目19番地 0773-27-0689

ガス事業 福知山都市ガス株式会社 福知山市末広町1丁目1番1 0773-24-1500

サービス (株)西日本エスエスシー 福知山市問屋町20番地の8 0773-24-1110

サービス 押田カイロプラクテック 福知山市字土師1776-212 0773-20-5367

宅配便 佐川急便株式会社 福知山営業所 福知山市字荒河小字狭間4-2 0773-23-8470

金融 京都銀行 東舞鶴支店 舞鶴市大字浜小字浜630-1 0773-62-2111

金融 京都銀行 西舞鶴支店 舞鶴市字魚屋小字魚屋町65 0773-75-4100

金融 京都府信用漁業協同組合連合会 本所 舞鶴市下安久 0773-75-4195

金融 京都府信用漁業協同組合連合会 舞鶴支店 舞鶴市東吉原317 0773-75-0256

金融 京都北都信用金庫 東舞鶴中央支店 舞鶴市字浜235 0773-62-2621

農業協同組合 京都丹の国農業協同組合 加佐支店 舞鶴市字大川174-1 0773-82-0008

福知山市

舞鶴市



業種 企業名 事業所名 住所 電話市町村

農業協同組合 京都丹の国農業協同組合 加佐営農経済センター 舞鶴市字大川174-1 0773-82-0094

農業協同組合 京都丹の国農業協同組合 舞鶴西支店 舞鶴市字南田辺11-1 0773-75-2288

農業協同組合 京都丹の国農業協同組合 舞鶴西営農経済センター 舞鶴市字引土60-1 0773-75-3173

農業協同組合 京都丹の国農業協同組合 青葉支店 舞鶴市八反田南町1 0773-62-0999

農業協同組合 京都丹の国農業協同組合 舞鶴東支店 舞鶴市字平1106 0773-68-0101

農業協同組合 京都丹の国農業協同組合 舞鶴東営農経済センター 舞鶴市字白屋小字中山178-3 0773-63-2072

郵便局 日本郵便(株) 東舞鶴郵便局 舞鶴市字浜760-1 0773-62-0951

郵便局 日本郵便（株） 西舞鶴郵便局 舞鶴市字北田辺160番地 0773-75-0926

薬局 ファルコはやぶさ薬局 舞鶴日赤前店 舞鶴市倉谷1605 0773-78-3721

薬局 太陽堂薬局 白鳥店 舞鶴市字福来1111-2 0773-62-1124

薬局 ヘイワ薬局　 舞鶴市字魚屋296 0773-77-1078

薬局 (株)スズケン 北京都支店 舞鶴市字引土197 0773-25-1780

薬局 井筒屋薬局 舞鶴市字浜441 0773-62-0480

薬局 わかば薬局 舞鶴市寺内21 0773-78-3151

薬局 あべ薬局 二条店 舞鶴市浜1125 0773-66-6675

接骨院・整骨院 亘接骨院 舞鶴市四条通朝日南入ル字浜972 0773-62-2957

接骨院・整骨院 つかはら接骨院 舞鶴市字七日市469-3 0773-76-5828

接骨院・整骨院 村上接骨院 舞鶴市字平野屋2 0773-76-3621

接骨院・整骨院 宮根接骨院 舞鶴市字引土427-3 0773-75-5454

接骨院・整骨院 ほねつぎ菅原療院 舞鶴市余部上14 0773-62-1770

接骨院・整骨院 坂根接骨院 舞鶴市森町17-10 0773-66-0515

鍼灸施術 岸本はり灸院 舞鶴市魚屋240-9 0773-75-0893

家電小売 山本商事(有) 舞鶴市字溝尻54 0773-62-1056

歯科医院 馬場歯科医院 舞鶴市字伊佐津66-8 0773-78-4075

小売 セブン-イレブン 舞鶴倉梯町店 舞鶴市倉梯町27-1 0773-64-0211

小売 セブン-イレブン 舞鶴北吸店 舞鶴市北吸1045-13 0773-62-2788

小売 セブン-イレブン 舞鶴大波下店 舞鶴市字大波下小字島田1006-1 0773-62-2863

小売 株式会社フクヤ 白鳥店 舞鶴市森小字大田野540 0773-63-6101

小売 株式会社フクヤ 東舞鶴店 舞鶴市字浜88-4 0773-64-3960

小売 株式会社フクヤ こうじや店 舞鶴市行永346 0773-62-1199

小売 株式会社フクヤ 西舞鶴店 舞鶴市字引土糠ヶ坪329 0773-75-0760

小売 株式会社フクヤ 中舞鶴店 舞鶴市字余部下1155 0773-64-1212

サービス業 DreamJapan株式会社 舞鶴市下福井882-20 0773-78-2222

サービス業 株式会社舞鶴ホンダ 舞鶴市下福井882-20 0773-78-3000

サービス業 有限会社GLOBE 舞鶴市下福井882-20 0773-33-1615

新聞販売 舞鶴浜販売株式会社 舞鶴市字溝尻76番地1 0773-64-5857

新聞店 深田新聞舗 舞鶴市松陰６－１３ 0773-75-2748

生命保険 住友生命保険（相） 舞鶴支部 舞鶴市職人11住友生命舞鶴ビル4階 0773-76-6902

生命保険 明治安田生命保険(相) 舞鶴営業所 舞鶴市本79 0773-75-0552

医薬品卸 株式会社ケーエスケー 舞鶴支店 舞鶴市字福来222 0773-75-3938

宅配便 佐川急便株式会社 舞鶴営業所 舞鶴市福来小字大久保460-3 0773-75-2843

金融 京都銀行 綾部支店 綾部市駅前通り21 0773-42-8711

農業協同組合 京都丹の国農業協同組合 本店 綾部市宮代町前田20 0773-42-2092

農業協同組合 京都丹の国農業協同組合 上林支店 綾部市八津合町神谷4-3 0773-54-0011

農業協同組合 京都丹の国農業協同組合 綾部東部営農経済センター 綾部市陸合町井谷14 0773-54-0395

農業協同組合 京都丹の国農業協同組合 綾部支店 綾部市宮代町前田20 0773-42-2101

農業協同組合 京都丹の国農業協同組合 綾部中部営農経済センター 綾部市宮代町前田20 0773-42-9185

農業協同組合 京都丹の国農業協同組合 豊里支店 綾部市栗町タコラ田55 0773-47-0343

農業協同組合 京都丹の国農業協同組合 何北支店 綾部市志賀郷町岸ヶ下2 0773-49-0203

農業協同組合 京都丹の国農業協同組合 綾部西部営農経済センター 綾部市物部町太ヶ鼻8 0773-49-1105

農業協同組合 京都丹の国農業協同組合 八田支店 綾部市上杉町渋市4 0773-44-0008

農業協同組合 京都丹の国農業協同組合 生活総合センター 綾部市里町敷田1 0773-42-5566

農業協同組合 京都丹の国農業協同組合 茶業センター 綾部市宮代町前田20 0773-42-0909

農業協同組合 京都農業協同組合 酪農センター北部営業所 綾部市井倉新町中畠18 綾部館1号室 0773-42-0378

薬局 遠坂実アスパ薬局 綾部市西町1-52 0773-40-2008

家電小売 (株)古和田電機商会 綾部市駅前通5-4 0773-42-0844

家電工事 ヒグチ電気 綾部市本町4丁目9-2 0773-42-5677

自動車修理販売 (有)野間モータース 綾部市井倉町樋ノ元13 0773-42-1055

小売 セブン-イレブン 綾部高津店 綾部市高津町三反田8-1 0773-43-0099 

小売 京綾華　Ｅｔｈｎｉｃ　Globe 綾部市幸通西場馬42-1 0773-45-3803

自動車販売 (株)大嶋カーサービス　 綾部店 綾部市井倉新町瓜田8-1 0773-42-8888

住設機器の販売・据付 木下住設有限会社 綾部市本町7丁目69 0773-42-0875

金融 京都銀行 宮津支店 宮津市字本町1010 0772-22-3211

金融 京都府漁業協同組合 宮津支所 宮津市字鶴賀2061-18 0772-22-3257

金融 京都府信用漁業連合会 宮津支店 宮津市字鶴賀2062-8 0772-22-3346

金融 京都北都信用金庫 府中支店 宮津市字江尻251-3 0772-27-0537

金融 京都北都信用金庫 本店営業部 宮津市字鶴賀2054-1 0772-22-5122

金融 京都北都信用金庫 監査事務局 宮津市字鶴賀２０５４番地の１ 0772-22-5121

金融 京都北都信用金庫 営業推進部 宮津市字鶴賀２０５４番地の１ 0772-22-5122

金融 京都北都信用金庫 審査部 宮津市字鶴賀２０５４番地の１ 0772-22-5123

舞鶴市

綾部市

宮津市



業種 企業名 事業所名 住所 電話市町村

金融 京都北都信用金庫 事務集中部 宮津市字鶴賀２０５４番地の１ 0772-22-5124

金融 京都北都信用金庫 監査部 宮津市字鶴賀２０５４番地の１ 0772-22-5125

農業協同組合 京都農業協同組合 宮津支店 宮津市字鶴賀2141 0772-22-1781

農業協同組合 京都農業協同組合 宮津府中支店 宮津市字中野2 0772-27-0026

薬局 みやづスマイル薬局 宮津市惣417-6 0772-20-1230

薬局 白数薬局 宮津市字魚屋849 0772-22-3154

薬局 ゴダイドラッグ宮津店 宮津市字浜町3012宮津ｼｰｻｲﾄﾞﾏｰﾄﾐｯﾌﾟﾙ1F 0772-20-2010

薬局 ﾄﾞﾗｯｸﾞｽﾄｱｰ太陽堂 宮津店 宮津市字宮村小字辻町1147 0772-20-2555

薬局 ホシ薬局 宮津市字大垣804 0772-27-0109

薬局 みやづスマイル薬局 柳縄手店 宮津市字柳縄手306 0772-20-1240

接骨院・整骨院 よこまち鍼灸整骨院 宮津市浜町3012 ミップル4F 0772-22-0063

家電小売 (有)トネット 宮津市本町1006 0772-22-2501

電気工事 シブヤデンキ 宮津市波路町127-1 0772-22-7948

弁護士 弁護士法人たんご法律事務所 宮津市鶴賀2054-1 宮津商工会議所 2階 0772-20-1122

新聞販売 京都新聞 北部総局宮津支局 宮津市鶴賀2066番地　三洋商事 アネックスビル１階 0772-22-1177

衣類 Ｍａｃ－Ｈｏｕｓｅ 宮津ミップル店 宮津市字浜町3012宮津ｼｰｻｲﾄﾞﾏｰﾄﾐｯﾌﾟﾙ2F 0772-22-5540

衣類 メンズショップ竹原 宮津市字本町807 0772-22-3467

介護用品 株式会社チロル 介護用品事業部ひまわり 宮津市字本町797 0772-22-2895

菓子 タカラブネ ミップル店 宮津市字浜町3012宮津ｼｰｻｲﾄﾞﾏｰﾄﾐｯﾌﾟﾙ1F 0772-25-1880

楽器 宝来屋 宮津市字本町1000 0772-22-4147

鞄類 株式会社ノエルヤマモト 宮津市字浜町3012宮津ｼｰｻｲﾄﾞﾏｰﾄﾐｯﾌﾟﾙ2F 0772-20-2131

観光 天橋立総合事業株式会社 宮津市字文珠437 0772-22-5304

観光案内 天橋立観光協会 宮津市字文珠314-2天橋立ﾀｰﾐﾅﾙｾﾝﾀｰ内 0772-22-8030

靴 株式会社チヨダ 宮津店 宮津市字浜町3012宮津ｼｰｻｲﾄﾞﾏｰﾄﾐｯﾌﾟﾙ3F 0772-25-3024

クラフト店 クラフトハートトーカイ ミップル宮津店 宮津市字浜町3012宮津ｼｰｻｲﾄﾞﾏｰﾄﾐｯﾌﾟﾙ3F 0772-22-6080

ｹﾞｰﾑｾﾝﾀｰ ＮＡＭＵＣＯＬＡＮＤ ミップル店 宮津市字浜町3012宮津ｼｰｻｲﾄﾞﾏｰﾄﾐｯﾌﾟﾙ5F 0772-25-5087

交通 丹後海陸交通株式会社 宮津営業所 宮津市字新浜1991-1 0772-22-3231

酒類 岡本酒店 宮津市字万町648 0772-22-3143

雑貨 株式会社セリア ミップル宮津店 宮津市字浜町3012宮津ｼｰｻｲﾄﾞﾏｰﾄﾐｯﾌﾟﾙ4F 0772-22-8101

商協 宮津商業協同組合 宮津市字本町758 0772-22-2657

商社 株式会社三洋商事 本社 宮津市字鶴賀2070-1 0772-22-4333

食品 株式会社黒岡 宮津市字須津748-1 0772-46-2211

スーパー 株式会社さとう宮津店 宮津市字浜町3012 0772-25-3100

スーパー 株式会社フクヤ とくし事業部 宮津市字鶴賀2110 0772-22-1001

寿司 丹盛有限会社・小銭寿司 宮津市字河原町1904-2 0772-22-0568

贈答品 ぎふとさろん冨田 宮津市字本町1011 0772-22-5155

鉄道 ＷＩＬＬＥＲ ＴＲＡＩＮＳ株式会社 （京都丹後鉄道） 宮津市字鶴賀2065-4 0772-25-2323

電機 ＰＡＮＡＪＡＭフルカワ 宮津市字魚屋939-1 0772-22-5315

電機 エディオンＪＯＹたきぐち 宮津市字京口町172 0772-22-4723

電機 オーディオ南海 宮津市字惣414-7 0772-22-7777

電機 オザキ電機 宮津市字江尻344-2 0772-27-1343

花屋 有限会社フラワーショップスマイル 宮津市字浜町3012宮津ｼｰｻｲﾄﾞﾏｰﾄﾐｯﾌﾟﾙ1F 0772-22-8856

販売業 宮津まごころ市 宮津市字浜町3006 0772-22-6123

弁当・配食 仕出し惣菜みやけ 宮津市字魚屋904 0772-22-3368

ホテル 天橋立ホテル 宮津市字文珠310 0772-22-4111

ホテル 大和リゾート株式会社 天橋立宮津ロイヤルホテル 宮津市字田井小字岩本58 0772-25-1800

ホテル ホテル北野屋 宮津市字文珠100 0772-22-4126

水周工事 提中浴槽有限会社 宮津市字獅子崎小字問屋町144-13 0772-22-2513

郵便局 日本郵便(株) 天橋立郵便局 宮津市字江尻433 0772-27-0050

郵便局 日本郵便(株) 吉津郵便局 宮津市字須津733-11 0772-46-2208

郵便局 日本郵便(株) 宮津西郵便局 宮津市字白柏1243 0772-22-3744

郵便局 日本郵便(株) 由良郵便局 宮津市字由良2053-5 0772-26-0050

理容 ヘアー＆エステカトウ 宮津市字鶴賀2055-2 0772-22-2740

理容 ヘアーサロンウエマエ 宮津市字白柏1308 0772-22-2823

理容 椋平理容所 宮津市字江尻430 0772-27-0520

旅館 株式会社清輝楼 宮津市字魚屋937 0772-22-4123

旅館 茶六別館 宮津市字島崎2039-4 0772-22-2177

レストラン レストランピァ・ジョリー 宮津市字浜町3012宮津ｼｰｻｲﾄﾞﾏｰﾄﾐｯﾌﾟﾙ5F 0772-25-5408

小売 株式会社フクヤ 本社 宮津市鶴賀2110　 0772-22-1001

小売 株式会社フクヤ 宮村店 宮津市宮村小字辻町1176-2 0772-25-2666

小売 株式会社フクヤ 宮津駅前店 宮津市字鶴賀2110 0772-22-1001

金融 京都銀行 峰山支店 京丹後市峰山町呉服28 0772-62-1230

金融 京都銀行 久美浜支店 京丹後市久美浜町小字土居町3110-3 0772-82-1211

金融 京都銀行 網野支店 京丹後市網野町網野24-1-2 0772-72-3131

金融 京都北都信用金庫 網野支店 京丹後市網野町網野373-1 0772-72-2111

金融 京都北都信用金庫 浜詰支店 京丹後市網野町浜詰43-1 0772-74-0611

金融 京都北都信用金庫 久美浜支店 京丹後市久美浜町3117-5 0772-82-0310

金融 京都北都信用金庫 間人支店 京丹後市丹後町間人2218 0772-75-0374

金融 京都北都信用金庫 峰山中央支店 京丹後市峰山町杉谷805 0772-62-6111

金融 京都北都信用金庫 弥栄支店 京丹後市弥栄町溝谷5443-1 0772-65-3611

金融 京都北都信用金庫 大宮支店 京丹後市大宮町周枳 0772-64-2049

宮津市

京丹後市



業種 企業名 事業所名 住所 電話市町村

農業協同組合 京都農業協同組合 峰山支店 京丹後市峰山町新町2471 0772-62-0231

農業協同組合 京都農業協同組合 大宮支店 京丹後市大宮町周枳2074-1 0772-68-1000

農業協同組合 京都農業協同組合 網野支店 京丹後市網野町網野238-2 0772-72-5000

農業協同組合 京都農業協同組合 弥栄支店 京丹後市弥栄町溝谷5446 0772-65-2231

農業協同組合 京都農業協同組合 間人支店 京丹後市丹後町間人2610 0772-75-0440

農業協同組合 京都農業協同組合 久美浜支店 京丹後市久美浜町272-1 0772-82-1200

農業協同組合 京都農業協同組合 丹後広域営農センター 京丹後市峰山町二箇1360-1 0772-62-7805

郵便局 日本郵便株式会社 久美浜橋爪郵便局 京丹後市久美浜町橋爪４４５ 0772-82-1193

郵便局 日本郵便株式会社 久美浜神野郵便局 京丹後市久美浜町浦明１２８３－５ 0772-83-0050

郵便局 日本郵便株式会社 久美浜須田郵便局 京丹後市久美浜町須田９８－４ 0772-85-0222

郵便局 日本郵便株式会社 久美浜湊宮郵便局 京丹後市久美浜町湊宮１６７６ 0772-83-1172

郵便局 日本郵便株式会社 久美浜郵便局 京丹後市久美浜町８６０－３ 0772-82-0050

郵便局 日本郵便株式会社 大宮郵便局 京丹後市大宮町口大野４００－１６ 0772-64-2050

郵便局 日本郵便株式会社 丹後成願寺郵便局 京丹後市丹後町成願寺１１６８－１ 0772-75-2110

郵便局 日本郵便株式会社 丹後木津郵便局 京丹後市網野町木津１６２－２ 0772-74-0050

郵便局 日本郵便株式会社 丹後郵便局 京丹後市丹後町間人２７７０－２ 0772-75-0050

郵便局 日本郵便株式会社 中浜郵便局 京丹後市丹後町久僧７１７－３ 0772-76-0430

郵便局 日本郵便株式会社 網野島津郵便局 京丹後市網野町島津３０１３ 0772-72-4101

郵便局 日本郵便株式会社 網野郵便局 京丹後市網野町網野３６５－４ 0772-72-0050

郵便局 日本郵便株式会社 野間郵便局 京丹後市弥栄町野中２４１１－２ 0772-66-0001

郵便局 日本郵便株式会社 野中郵便局 京丹後市久美浜町安養寺梨ノ木４２－５ 0772-84-0222

薬局 野村薬局 京丹後市久美浜町3039 0772-82-0034

薬局 丹後大宮ゆう薬局 京丹後市大宮町周枳小字鶴川1948-13 0772-68-3150

接骨院・整骨院 久保接骨院 京丹後市網野町網野655-1 0772-72-2631

接骨院・整骨院 あみの鍼灸整骨院 京丹後市網野町網野福田220-1 0772-72-5555

家電小売 冨田電気通信(株) 京丹後市弥栄町和田野1321番地の3 0772-65-0001

家電工事 (有)コマキデンキ 京丹後市大宮町周枳1660 0772-68-0030

小売 (株)淀徳商店 丹後大宮店 京丹後市大宮町周枳2247 0772-68-1331

小売・音楽教室 ヤマハミュージックショップ 宮田教育堂 京丹後市峰山町呉服31-2 0772-62-0427

乳類販売 (株)丹後乳販 京丹後市峰山町荒山339-1 0772-62-0526

サービス マルハン 峰山店 京丹後市峰山町菅小字宮垣902-1 0772-69-5500

サービス Yuriスポーツクラブ 京丹後市峰山町長岡685-1 0772-62-6039

パチンコホール ダイナム 京都京丹後店 京丹後市峰山町長岡小字古川1710-1 0772-69-1151

美容 やすえ美容室 京丹後市峰山町千歳209-8 0772-62-0676

撚糸 中西撚糸(有) 京丹後市菅168 0772-62-0465

日用品（金物卸） (株)松田 京丹後市峰山町白銀15 0772-62-0014

飲食店・物品等販売 (株)tango nonno nonna（丹後ノンノ ノンナ） 京丹後市峰山町杉谷987-1 0772-62-2811

販売 クリエイトショップ くりくり 京丹後市峰山町新町1606-1 0772-62-4888

不動産 まるふく産商(株) 京丹後市網野町網野747 0772-72-0570

宅配便 佐川急便株式会社 峰山営業所 京丹後市峰山町長岡小字尺八741 0772-69-5010

金融 京都銀行 岩滝支店 与謝郡与謝野町字岩滝2028 0772-46-3111

金融 京都銀行 加悦谷支店 与謝郡与謝野町字幾地904 0772-42-3121

金融 京都北都信用金庫 加悦支店 与謝野町字加悦456-1 0772-42-3124

金融 京都北都信用金庫 岩滝中央支店 与謝野町字岩滝2273-1 0772-46-3131

金融 京都北都信用金庫 野田川支店 与謝野町字幾地369-1 0772-42-2131

農業協同組合 京都農業協同組合 岩滝支店 与謝郡与謝野町字岩滝1846 0772-46-3055

農業協同組合 京都農業協同組合 加悦支店 与謝郡与謝野町字加悦644 0772-42-2175

農業協同組合 京都農業協同組合 野田川支店 与謝郡与謝野町字四辻619-3 0772-43-0201

薬局 小西薬局 与謝郡与謝野町字四辻47 0772-42-3839

薬局 大西薬局 与謝郡与謝野町四辻739-1 0772-43-0024

ガス・石油 足立石油株式会社 与謝野町字男山60 0772-46-3355

交通 丹後海陸交通株式会社 本社営業所 与謝野町字上山田641 0772-42-0321

小売 株式会社フクヤ 男山店 与謝郡与謝野町男山1124-1 0772-46-3875

金融 京都北都信用金庫 伊根支店 与謝郡伊根町字平田１３３ 0772-32-0021

金融 京都府信用漁業協同組合連合会 伊根支店 与謝郡伊根町字平田６１０―２ 0772-32-0343

金融・配達 伊根郵便局 与謝郡伊根町亀島７８０－３ 0772-32-0050

金融・配達 本庄郵便局 与謝郡伊根町本庄上１２３５－１ 0772-33-0111

農業協同組合 京都農業協同組合 伊根支店 与謝郡伊根町字本庄上1206 0772-33-0301

家電小売 ちきりでんき 与謝郡伊根町字平田１５６−１１ 0772-32-1008

観光協会 伊根町観光協会 与謝郡伊根町字亀島４５９ 0772-32-0277

警察 朝妻駐在所 0772-32-0105

建設 上岡建築 与謝郡伊根町字津母9 0772-32-0860

建設 上山建築 与謝郡伊根町字六万部146-1 0772-32-0822

建設 千原建築(株) 与謝郡伊根町字亀島５６９−２ 0772-32-0458

建設 尾谷建築 与謝郡伊根町字平田28-1 0772-32-0318

サービス 上山商会 与謝郡伊根町字本庄上１１９１ 0772-33-0758

住宅関連 奥野瓦工業 与謝郡伊根町字井室135 0772-32-0813

宿泊 さとみ荘 与謝郡伊根町字六万部149 0772-32-0652

電気工事 (株)よざ電工 伊根営業所 与謝郡伊根町字日出473 0772-32-0518

電気工事 (株)沢田電気 与謝郡伊根町字日出５５２−１ 0772-32-0091 

伊根町

京丹後市

与謝野町



業種 企業名 事業所名 住所 電話市町村

美容 美容室ミツノ 与謝郡伊根町字本庄上１２３７ 0772-33-0505

美容 矢野美容室 与謝郡伊根町本庄上928 0772-33-0751

飲食店・物品等販売 KOMOIKEあずきの会 与謝郡伊根町字本庄浜111-1 0772-33-0513

飲食店・物品等販売 伊根浦漁業(株)おみやげもの店 与謝郡伊根町亀島459 舟屋の里公園 0772-32-0685

飲食店・物品等販売 衣料のモリヨシ 与謝郡伊根町字本庄上１０２６−１ 0772-33-0717

飲食店・物品等販売 全農本部エーコープいね 与謝郡伊根町字本庄上１２０６ 0772-33-5240

飲食店・物品等販売・ごみ収集 (株)伊根町ふるさと振興公社 与謝郡伊根町亀島459 0772-32-0680

伊根町



業種 企業名 事業所名 住所 電話

金融 京都銀行 池田支店 池田市呉服町3-17 クレアシティ池田呉服町1階・2階 072-750-0511

金融 京都銀行 茨木支店 茨木市西駅前町5-1　（京都銀行茨木ビル1・2階） 072-631-2080

金融 京都銀行 城東支店 大阪市城東区中央1-8-27 06-6180-2838

金融 京都銀行 大阪営業部 大阪市中央区高麗橋2丁目2番14号 京都銀行ダイワロイネットホテルビル1階・2階 06-6209-8900

金融 京都銀行 大阪ローン営業部 大阪市中央区高麗橋2丁目2番14号 京都銀行ダイワロイネットホテルビル2階 06-6209-8901

金融 京都銀行 新大阪支店 大阪市淀川区宮原3-3-31 06-4807-2411

金融 京都銀行 難波支店 大阪市浪速区難波中1-12-5　（難波室町ビル4階） 06-4396-7411

金融 京都銀行 歌島橋支店 大阪市西淀川区千舟2丁目6番34号 06-4808-8888

金融 京都銀行 交野支店 交野市私部西1-31-4 072-895-6711

金融 京都銀行 門真支店 門真市柳町10番29号 06-6900-8101

金融 京都銀行 堺支店 堺市堺区熊野町西1丁2番1号 072-226-9377

金融 京都銀行 堺北花田支店 堺市北区宮本町4-5 072-240-1113

金融 京都銀行 吹田支店 吹田市高城町1-5 06-4860-7377

金融 京都銀行 摂津支店 摂津市南千里丘5番25-101号 06-6318-2611

金融 京都銀行 高槻支店 高槻市芥川町1-8-30 072-682-9040

金融 京都銀行 高槻南支店 高槻市牧田町7-52 072-695-1241

金融 京都銀行 高槻城北支店 高槻市城北町2-14-20 072‐662‐2151

金融 京都銀行 豊中支店 豊中市本町１丁目6番4号 06-4865-3411

金融 京都銀行 千里中央支店 豊中市新千里西町1丁目1番10号　 06-6155-2777

金融 京都銀行 寝屋川支店 寝屋川市早子町14-15 072-821-6861

金融 京都銀行 東大阪支店 東大阪市長栄寺3番1号 06-4308-6030

金融 京都銀行 鴻池新田支店 東大阪市西鴻池町2丁目4番5号 06-6748-9211

金融 京都銀行 新石切支店 東大阪市西石切町3丁目1番3号 072-983-1122

金融 京都銀行 枚方支店 枚方市中宮本町2-15 072-847-8851

金融 京都銀行 牧野支店 枚方市牧野阪2丁目6番1号 072-856-1411

金融 京都銀行 くずは支店 枚方市楠葉並木2丁目2番7号 072-857-3311

金融 京都銀行 津田支店 枚方市津田西町2-33-12 072-858-7111

金融 京都銀行 山崎支店 三島郡島本町水無瀬1-16-11　（阪急水無瀬駅前） 075-961-2151

金融 京都銀行 大日支店 守口市大日町3丁目4番40号 06-6780-2811

金融 京都銀行 八尾支店 八尾市光町1丁目48番地 072-929-1314

金融 京都銀行 北野田支店 大阪府堺市東区北野田34番地1 072-230-3434

金融 京都銀行 鳳支店 大阪府堺市西区鳳東町7丁835番地2 072-260-1326

金融 京都中央信用金庫 高槻駅前支店 高槻市芥川町1丁目11番7号 072-682-5535

金融 京都中央信用金庫 高槻支店 高槻市南松原町16番1号 0726-73-1121

金融 京都中央信用金庫 枚方支店 枚方市禁野本町1丁目16番10号 072-848-7201

金融 京都中央信用金庫 くずは支店 枚方市楠葉並木2丁目13番5号 072-809-0251

金融 京都信用金庫 枚方支店 枚方市宮之阪1丁目24番1号 072-848-2111

金融 京都信用金庫 枚方東支店 枚方市山田池東町20番10号 072-851-6611

金融 京都信用金庫 くずは支店 枚方市楠葉花園町10番71号 072-850-2001

金融 京都信用金庫 京信住宅ローンプラザくずは 枚方市楠葉花園町10番71号 京都信用金庫 くずは支店 1階 0120-608-345

金融 京都信用金庫 交野支店 交野市私部3丁目15番7号 072-893-1881

金融 京都信用金庫 寝屋川支店 寝屋川市大利元町1番18号 072-839-1221

金融 京都信用金庫 高槻支店 高槻市南芥川町7番14号 072-683-7000

金融 京都信用金庫 上牧支店 高槻市淀の原町55番16号 072-669-4701

金融 京都信用金庫 門真支店 門真市末広町31番8号 サンコオア第3ビル5階 06-6904-2901

陸運 近畿日本鉄道（株） 大阪市天王寺区上本町6丁目1-55 06-6775-3381

家事代行サービス （株）タカミサプライ 関西支社 大阪市北区東天満1-2-14 06-6356-3131

小売 フレスコ 三国店 大阪市淀川区三国本町3丁目37-35 06-6150-4021

小売 フレスコ 都島店 大阪市都島区都島本通1丁目5-20 06-6924-7851

小売 フレスコ 北浜プラザ店 大阪市中央区高麗橋1丁目7番3号TheKItahamaPLAZA 06-6232-1861

小売 フレスコ 御堂筋本町店 大阪市中央区備後町3-6-14 06-6262-7211

小売 フレスコ 駒川 大阪市東住吉区駒川3丁目18番7号 06-6626-6611

小売 フレスコ 豊里 大阪市東淀川区豊里5丁目22番4 06-6990-5181

小売 フレスコ 瓢箪山店 東大阪市本町6-13 072-980-9351

小売 フレスコ 寺方店 守口市松下町12-5 06-6995-3361

小売 フレスコ 鮎川店 茨木市鮎川1丁目7番19号 072-636-1501

小売 フレスコ 水尾店 茨木市水尾3丁目11-30 072-636ｰ5411

小売 フレスコ 熊野店 豊中市熊野町4丁目23-2 06-6840-6311

小売 フレスコ 新之栄店 枚方市新之栄町10-15 072-805-3801

小売 フレスコ 藤阪店 枚方市藤阪西町3-12 072-851-9451

小売 フレスコ 招提店 枚方市招提中町二丁目8番20号 072-864-5661

小売 フレスコ 上牧店 高槻市神内2-13-40 072-684-4711

小売 フレスコ 今城店 高槻市今城町17-1 072-686-0771

小売 フレスコ 江坂店 吹田市江坂町1丁目14-29 06-6339-4511

小売 フレスコ 山田西店 吹田市山田西1-31A-101 06-6816-7571

小売 フレスコ 桜井店 箕面市半町3-15-10 072-720-6811

小売 フレスコ 星田店 交野市星田西3丁目3-1 072-810-6301

小売 フレスコ 山崎店 三島郡島本町山崎三丁目1番1号 075-963-2511

薬局 ファルコはやぶさ薬局 寝屋川店 寝屋川市仁和寺町31-54-101 072-801-7439

市町村

京都高齢者あんしんサポート企業　参画事業所一覧

大阪府

他府県



業種 企業名 事業所名 住所 電話市町村

薬局 ファルコはやぶさ薬局 香里ヶ丘店 枚方市香里ケ丘2丁目1-6 トップワールド香里ケ丘2階 072-860-7162

人材ビジネス業 (株)センチュリーアンドカンパニー 大阪市中央区難波3-6-11なんば池田ビル9F 075-6636-3203

金融 京都銀行 瀬田支店 大津市一里山1-2-6 077-543-5360

金融 京都銀行 西大津支店 大津市皇子が丘2丁目10番25号 077-521-5623

金融 京都銀行 堅田支店 大津市本堅田4丁目15番1号 077-571-2311

金融 京都銀行 大津支店 大津市におの浜3丁目4番58号 077-511-5011

金融 京都銀行 石山支店 大津市栄町2番2号 077-531-3111

金融 京都銀行 栗東支店 栗東市綣3丁目8番16号 077-554-5490

金融 京都銀行 近江八幡支店 近江八幡市鷹飼町555番地2 0748-31-1811

金融 京都銀行 南草津支店 草津市南草津2丁目3番地13 077-516-2000

金融 京都銀行 草津支店 草津市西渋川1-21-18 077-565-3655

金融 京都銀行 八日市支店 東近江市八日市本町4番5号 0748-20-1588

金融 京都銀行 彦根支店 彦根市大東5-1 0749-21-3955

金融 京都銀行 水口支店 甲賀市水口町本綾野5番21号 0748-65-1011

金融 京都中央信用金庫 草津駅前支店 草津市渋川1丁目2番26号 077-563-7951

金融 京都中央信用金庫 草津支店 草津市西大路町5番4号 077-563-5593

金融 京都中央信用金庫 南草津支店 草津市南草津1丁目1-2 077-565-9561

金融 京都中央信用金庫 石山支店 大津市粟津町13番3号 077-533-1121

金融 京都中央信用金庫 瀬田支店 大津市一里山1丁目2番17号 077-544-3811

金融 京都中央信用金庫 堅田支店 大津市本堅田5丁目22番17号 077-573-1121

金融 京都信用金庫 滋賀支店 大津市馬場1丁目17番7号 077-522-0591

金融 京都信用金庫 大津支店 大津市中央1丁目9番20号 077-522-1221

金融 京都信用金庫 膳所支店 大津市本丸町1番1号 077-524-0069

金融 京都信用金庫 石山支店 大津市松原町15番16号 077-537-1720

金融 京都信用金庫 瀬田支店 大津市大萱1丁目15番40号 077-545-4551

金融 京都信用金庫 西大津支店 大津市見世2丁目11番38号 077-525-4951

金融 京都信用金庫 堅田支店 大津市本堅田5丁目21番9号 077-573-2211

金融 京都信用金庫 小野支店 大津市湖青1丁目1番地19 077-594-2311

金融 京都信用金庫 草津支店 草津市大路2丁目10番15号 077-563-6211

金融 京都信用金庫 南草津支店 草津市野路1丁目12番2号 077-563-0515

金融 京都信用金庫 京信住宅ローンプラザ南草津 草津市野路1丁目12番2号 京都信用金庫 南草津支店 2階 0120-602-919

金融 京都信用金庫 草津西支店 草津市野村2丁目1番20号 077-566-3251

金融 京都信用金庫 守山支店 守山市梅田町3番19号 077-583-7151

金融 京都信用金庫 栗東支店 栗東市安養寺1丁目9番1号 077-554-3477

ヘルスケア産業 エーザイ（株） 滋賀コミュニケーションオフィス 草津市西大路町4-32 クサツエストピアプラザ5階 077-561-7277

小売 フレスコ ZEZE店 大津市丸の内町8-24 077-521-7701

小売 フレスコ 四ノ宮店 大津市横木1丁目11-3 077-523-7101

小売 フレスコ 大津店 大津市中央1丁目8番3号 077-511-5921

小売 フレスコ みどり店 大津市緑町1-1 077-571-1631

小売 フレスコ 向陽店 大津市向陽町5-1 077-571-1801

小売 フレスコ 国分店 大津市国分1丁目34-45 077-531-2451

小売 フレスコ 膳所駅前店 大津市馬場2丁目6-10 077-510-1851

小売 フレスコ 神領店 大津市神領3丁目8-5 077-547-4411

小売 フレスコ 仰木の里店 大津市仰木の里7丁目1-15 077-571-2571

小売 フレスコ 能登川店 東近江市林町137 0748-42-8301

小売 フレスコ 草津店 草津市西大路町9番18号 077-569-4151

薬局 あい神領薬局 大津市神領2丁目40-21 077-545-3120

薬局 ファルコはやぶさ薬局 瀬田店 大津市神領1丁目9-18 077-572-6516

旅客運輸 エムケイ株式会社 栗東営業所　 栗東市高野195-1 077-526-4141

旅客運輸 エムケイ株式会社 大津営業所 大津市石山寺四丁目2番27号 077-531-2001

金融 京都銀行 登美ケ丘支店 生駒市鹿畑町3021 0743-72-0111

金融 京都銀行 生駒支店 生駒市谷田町878-1 0743-72-1221

金融 京都銀行 橿原支店 橿原市八木町1丁目5番25号 0744-20-3111

金融 京都銀行 王寺支店 北葛城郡王寺町王寺2丁目2番8号 0745-34-1800

金融 京都銀行 高の原支店 奈良市右京1丁目5番3 0742-70-1900

金融 京都銀行 奈良支店 奈良市三条本町3番13号 0742-20-2266

金融 京都銀行 大和郡山支店 大和郡山市柳1-20 0743-58-6311

金融 京都中央信用金庫 イオン奈良登美ヶ丘出張所 生駒市鹿畑町3027番地 0743-71-2096

金融 京都銀行 尼崎支店 尼崎市東難波町5丁目17番21号 06-4868-5211

金融 京都銀行 尼崎北支店 尼崎市浜3-1-4 06-6495-1511

金融 京都銀行 ＪＲ尼崎駅前支店 尼崎市潮江1丁目2番6号 06-6497-4811

金融 京都銀行 伊丹支店 伊丹市伊丹2丁目1番8号 072-773-5411

金融 京都銀行 川西支店 川西市栄根2-6-32 072-756-8311

金融 京都銀行 神戸支店 神戸市中央区京町72 078-335-0181

金融 京都銀行 六甲道支店 神戸市灘区桜口町4丁目1番1-106号 078-846-3535

金融 京都銀行 西宮支店 西宮市和上町7番5　（エルグレース西宮1階） 0798-38-2211

小売 フレスコ 小林店 宝塚市小林2丁目9-27 0797-76-4131

小売 フレスコ 武庫之荘 尼崎市武庫之荘1丁目7-7 06-4962-6861

小売 フレスコ 立花店 尼崎市立花町3丁目13-1 06-4961-7811

滋賀県

奈良県

大阪府

兵庫県



業種 企業名 事業所名 住所 電話市町村

小売 フレスコ 西難波店 尼崎市西難波町6丁目4-29 06-4868-8581

金融 京都銀行 東京営業部 千代田区丸の内1丁目8-2　鉄鋼ビルディング5階 03-6212-3811

金融 京都銀行 名古屋支店 名古屋市中区錦3丁目20番27号　（御幸ビル1階） 052-209-6911

金融 京都銀行 刈谷支店 刈谷市相生町2-34 0566-62-6133

薬局 日野谷調剤薬局 那賀郡那賀町大久保字大西 10-1 0884-64-0610

小売 株式会社フクヤ 高浜店 大飯郡高浜町宮崎87北潮入6-7 0770-71-1210福井県

徳島県

東京都

愛知県

兵庫県


