京都高齢者あんしんサポート企業

参画事業所一覧

京都市内
令和3年2月現在

市町村

京
都
市

北
区

業種

企業名

事業所名

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

京都銀行

白梅町支店

京都市北区北野下白梅町41番地

075-461-9155

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

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

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

薬局

ココカラファイン薬局

北山店

京都市北区上賀茂岩ケ垣内町100

075-721-3407

薬局

ドラッグランドひかり白梅町店

京都市北区北野下白梅町55-1

075-467-8755

薬局

ファーマシィ鞍馬口薬局

京都市北区小山下総町44-7 ルセロ鞍馬口1階

075-451-8900

薬局

ポプリ薬局 紫野店

京都市北区紫野東御所田町7

075-432-0555

薬剤師

こぐま薬局

京都市北区小山下総町17-12

075-451-1234

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 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

鍼灸院

金閣鍼灸院

京都市北区衣笠開キ町111

075-463-8271

鍼灸院

三浦鍼灸院

京都市北区紫野東野町20-15

075-491-3405

鍼灸マッサージ じゃすみん鍼灸院

京都市北区大宮東小野堀町10-5

075-495-1166

鍼灸治療院

たにぐち兄弟治療院

京都市北区小山西大野町78－102

075-432-5144

鍼灸整体院

こもれび治療院

京都市北区紫野門前町73

075-493-3788

鍼灸整骨院

ミヤコ東洋鍼灸院整骨院

京都市北区西賀茂柿ノ木町5-2

075-406-1177

鍼灸

空水治療院

京都市北区大宮南田尻町58

075-494-5666

京都市北区鞍馬口通寺町西入新御霊口町255-1

075-231-4364

柔道整復・鍼灸 しゅん太鍼灸整骨院

住所

電話

鍼灸・整体・療術業

藤本鍼灸整骨院

京都市北区大宮南田尻町53 大央ビル2

075-495-7061

鍼灸・整体・療術業

田中接骨院

京都市北区紫野西御所田町３４－１

075-493-7007

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

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

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

ガス・電気・水道工事

株式会社いづき

京都市北区紫野雲林院町53-3

075-432-2141

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

令和3年2月現在

市町村

京
都
市

北
区

業種

企業名

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

歯科医院

溝渕歯科医院

京都市北区紫野西泉堂町63-2

075-491-8889

医療・医薬品・福祉業

柴田歯科医院

京都市北区大宮南田尻町55番地の１

075-491-0710

医療・医薬品・福祉業

平岡歯科医院

京都市北区大将軍東鷹司町117-1

075-462-7643

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

サービス業

トータルサービス

京都市北区西賀茂下庄田町206

075-494-1919

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

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

小売

auショップ紫野

京都市北区紫野泉堂町1-1

075-493-2757

小売業

喜むら呉服店

京都市北区小山北大野町59

075-491-2862

小売り・販売・卸売業

アトリエ欅舎

京都市北区小山上総町１７

075-451-1178

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

カフェ

ピッコロキャンポ

京都市北区紫野東藤ノ森町13

075-441-1544

飲食業

山猫軒

京都市北区等持院北町39-6

075-462-6004

飲食業

appReciate 合同会社

京都市北区上賀茂藤ノ木町34

飲食業

鐵 TETSU

京都市北区大将軍西町133-2 メゾンエスポワール１F

075-465-5010

米殻小売

内田米穀店

京都市北区西賀茂水垣町１

075-491-5828

美容室

セーヌ美容室

京都市北区紫竹西野山町54-2

075-492-5247

美容室

ビューティーサロン衣笠

京都市北区衣笠北高橋町32

075-462-1014

理容

古川理髪院

京都市北区大宮北椿原町45

075-491-3825

理容業

大槻理容店

京都市北区紫野西藤ノ森町1

075-432-5443

理容業

ヘアーモード・オティアス

京都市北区西賀茂柿ﾉ木町16

075-493-0291

理容室

Ｒ’ｓ

京都市北区上賀茂岡本口町61-3

075-723-0508

美容・理容業 ビューティサロン・コーモト

京都市北区大宮北椿原町３０

075-491-0291

パソコン・脳トレ教室 カルチャーレストラン京都 北山紫野教室

京都市北区紫野泉堂町3-2 タクミビル1F

075-493-3607

葬祭

公益社 北ブライトホール

京都市北区紫野宮西町34

075-414-0420

眼鏡小売店

オプティックアートＯｇｉ

京都市北区紫野雲林院町47-3

075-417-3154

女性専用フィットネスクラブ

ビーライン京都北山店

京都市北区紫野泉堂町3-2 タクミビル3F

075-492-1823

酵素浴＆マッサージ

野草の里京都北山店

京都市北区紫野泉堂町3-2 タクミビル4F・5F

075-493-0598

建設業

イワモトエンジニアリング株式会社

京都市北区小山西元町47-2

075-492-7771

建設業

有限会社清水工務店

京都市北区西賀茂北川上町99-1

075-492-6437

建設業

住まいの工房 木馬

京都市北区大宮玄琢北東町3-73

075-495-5170

建設業・不動産 谷田工務店

京都市北区紫野泉堂町39

075-491-9822

建築業

株式会社石田工務店

京都市北区紫野東舟岡町55-1

075-451-5051

住宅・建築・建設業

有限会社ナオキ建設

京都市北区大将軍南一条町81-2

075-467-8687

住宅・建築・建設業

有限会社長瀬建築研究所（一級建築士事務所）

京都市北区小山初音町30-1

075-491-0848

造園業

株式会社造園中原

京都市北区鷹峯上ﾉ町69

075-492-3126

保険業

スタンドバイミー

京都市北区鷹峯木ノ畑町89 PRESTIGE北山１階

075-406-5650

保険業

有限会社オフィスキセ

京都市北区大宮南山ノ前町37-2

075-491-2205

保険業

第一生命保険株式会社

京都市北区大将軍西町14 第一生命大将軍ビル2F

050-3782-4918

メガネ販売

メガネサロンはせがわ

京都市北区衣笠馬場町4-1

075-462-5011

ビルメンテナンス業

株式会社タクミサービス

京都市北区紫野南花ノ坊町36

075-466-5100

不動産

松本住宅(株)

京都市北区上賀茂壱町口町31

075-791-2038

不動産

オフィス瀬古

京都市北区西賀茂大栗町27-7

075-491-1957

車・自動車業 株式会社ユーズウェルサポート

京都市北区西賀茂井ノ口町123

075-468-8568

京都市北区紫竹東大門町5

075-491-6161

クリーニング業 株式会社カーニバル

事業所名

北大路店

洛西 営業オフィス

本社

住所

電話

