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2年12月現在

市町村

京
都
市

上
京
区

業種

企業名

事業所名

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

金融・保険業 滋賀銀行

西陣支店

京都市上京区今小路御前東入西今小路７９９－１５

075-461-5131

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シカタ ドゥーズ ビルディング1階 075-801-7789

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

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

みのり薬局

薬局

花ぐるま薬局

薬局

クオール薬局

薬局

ここから薬局

薬局

さくら薬局

薬局

亀齢堂薬局

西陣

住所

電話

京都市上京区老松町103-117

075-466-1616

京都市上京区千本通寺之内下ル花車町494

075-432-1520

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

京都市上京区中筋通大宮西入横大宮町192-1

075-451-3220

京都市上京区中御霊町421

075-231-3601

京都市上京区椹木町通黒門東入中御門横町574-1

075-803-1675

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

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

鍼灸マッサージ ひろ鍼灸整骨院

京都市上京区幸神町292 メゾンフローレンス1F

075-241-4681

柔道整復・鍼灸 なかね鍼灸整骨院

京都市上京区七本松下長者町上三番257-5

075-463-8910

鍼灸院

植村治療院

京都市上京区松屋町下立売下二町目644-2

075-811-3939

鍼灸院

相生鍼灸

京都市上京区弁天町303番地

075-451-8566

鍼灸・柔道整復 せんなか西村鍼灸整骨院

京都市上京区中立売通千本西入亀屋町692-1

075-465-9190

はり・きゅう

田村針りょう院

京都市上京区今出川通浄福寺西入東上善寺町164-1003

075-451-5807

はり・きゅう

柴田鍼灸治療院

京都市上京区元誓願寺通浄福寺東入元中之町500宮崎屋ビル1F-B

075-451-5310

はり治療、接骨院治療

かご鍼灸接骨院

京都市上京区中立売通七本松東入三軒町72

075-466-4904

按摩・鍼灸

西川治療院

京都市上京区中立売通室町西入三丁町467-2

075-431-3511

鍼灸整骨院

くらまぐち鍼灸整骨院

京都市上京区上御霊中町457

075-432-5577

鍼灸・整体・療術業

京の癒し処 いにしえ（古式）

京都市上京区溝前町72-1

075-464-0756

鍼灸・整体・療術業

池田鍼灸接骨院

京都市上京区上御霊竪町447-12

075-222-0200

医療・医薬品・福祉業

ファミリー小児矯正歯科

京都市上京区多門町434

075-417-3283

訪問マッサージ 株式会社アルケル

京都市上京区主税町826-28

075-823-0210

美容業

パーツ（Ｐａｒｔｓ）

京都市上京区飛鳥井町246-102

075-441-8288

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

美容室

ヤマグチヘアースタジオ

京都市上京区下立売通小川西入西大路町141-6

075-441-6654

美容室

とれんど美容室

京都市上京区三軒町 65-32-101

075-462-7965

美容室

ビューティーサロン モンシェリー

京都市上京区上立売通室町西入上立売町1-35

075-441-2598

美容室

ナカノ美容室

京都市上京区千本通り一条上ル泰童片原町653

075-462-0232

美容・理容業 美容室 ＥＩＴＡＲＯ

京都市上京区青龍町２４２

075-222-2598

理・美容室

Ｒｉｔｒｏｖｏ

京都市上京区南兼康町３３７

075-468-1200

理容業

ヘアメイクスタジオGREENながの

京都市上京区下立売御前東入西東町353

075-811-0473

理容

理容室カメダ

京都市上京区中立売通大宮東入常陸町396

075-451-7253

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

ホテル業

ザ・パレスサイドホテル

京都市上京区烏丸通下立売上ル桜鶴円町380

075-415-8887

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437-11

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

二条城北店
京都府立医大前店

有限会社土田文庫店
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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

小売業

カギのベストワン

京都市上京区西丸太町169

075-801-7789

リサイクルショップ

買取販売ルチャリブレ

京都市上京区西中筋町14

075-432-7918

鞄販売

ふじや

京都市上京区寺町通今出川上る東入表町24

075-231-6412

漢方

漢方いちじょうじ

京都市上京区桝形通出町西入二神町177

075-213-2655

食品小売

さが喜

京都市上京区寺町通今出川上る東入表町26

075-211-3811

食品小売

ふじや鰹節店

京都市上京区桝形通寺町東入三栄町63

075-231-1283

食品、飲食、美術館運営

株式会社 紫野和久傳

京都市上京区浄福寺通上立売上ル大黒町719

075-415-1800

時計・めがね小売

おがや時計店

京都市上京区桝形通出町西入二神170

075-231-4779

花販売

花の春風

京都市上京区寺町通今出川上る東入一真町65

075-221-8783

和菓子製造・販売

おた福屋

京都市上京区河原町今出川上ル青竜町229

075-231-9267

小売り・販売・卸売業

神田酒店

京都市上京区一条通七本松東入一観音町４２０

075-462-2678

サービス

エムケイ石油株式会社

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

サービス

かつらぎ瓦斯器具株式会社

京都市上京区中立売堀川西入役人238-2

075-431-4111

サービス

株式会社ヒソカ

京都市上京区中猪熊町312-2

075-384-0085

ＷＥＢ制作

上部

京都市上京区観三橘町562-6

075-411-9588

観光施設

西陣織会館

京都市上京区堀川通今出川南入

075-451-9231

観光・宿泊業 宿屋 西陣荘

京都市上京区元誓願寺油小路西入西町458番地

075-441-6860

飲食

満寿形屋

京都市上京区桝形通出町西入ル二神町179

075-231-4209

飲食業

畑かく

京都市上京区上御霊前通室町東入内構町430

075-441-0610

米穀小売

廣瀬久米穀店

京都市上京区仁和寺街道天神道西入下横町209-66

075-462-4741

葬祭

公益社 北支社

京都市上京区今出川通大宮東入2丁目西船橋町333番1

075-431-4200

建築業

米田工務店

京都市上京区竪神明町468

075-441-9524

建設業

株式会社 ショップアンドリフォーム

京都市上京区仲之町497-1

075-417-1020

京都市上京区鏡石町36

075-441-0073

建築・不動産 小林工務店

西陣営業所

住所

電話

住宅・建築・建設業

株式会社デザオ建設

京都市上京区毘沙門町482

075-466-6100

保険業

株式会社KRC 京都支社

京都市上京区上堀川町113 ARMビル4F

075-813-2500

相談業（心理） 京都カウンセリングラウンジ

京都市上京区新ン町602-2

075-432-0901

司法書士

司法書士宮崎彩織事務所

京都市上京区下長者町通御前東入三助町２７９

075-406-7405

住宅管理業

京都府住宅供給公社

京都市上京区出水通油小路東入丁子風呂町104-2 京都府庁西別館内

075-431-4151

