令和3年2月現在

市町村

京
都
市

左
京
区

業種

企業名

事業所名

住所

電話

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

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

金融・保険業 オフィス津田

京都市左京区下鴨宮崎町1-31

075-384-0592

金融・保険業 株式会社グローバルシップ

京都市左京区下鴨松ﾉ木町35-1下鴨松ノ木町ビル3階

075-706-7878

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

郵便局

久多簡易郵便局

京都市左京区久多宮の町５

075-748-2700

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

ファルコ薬局

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

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

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

薬局

ドラッグカキノキ

京都市左京区岩倉幡枝町680

075-701-3300

薬局

株式会社フジタ薬局

京都市左京区高野西開町55-2

075-712-7612

薬局

すこやか薬局

京都市左京区田中飛鳥井町52

075-781-8866

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

鍼灸マッサージ 京都鍼灸マッサージ

京都市左京区正往寺町449-1

075-771-1074

鍼灸師

江田鍼灸治療院

京都市左京区田中北春菜町31-2

075-712-0122

鍼灸院

上田鍼灸治療院

京都市左京区岡崎天王町61-1-315

075-761-0801

鍼灸接骨院

鍼灸整骨処よろこびや

京都市左京区岩倉忠在地町8-7

075-741-8755

あん摩

紫恩

京都市左京区上高野仲町56

075-701-8595

医療・医薬品・福祉業

オーツカ下鴨薬局

京都市左京区下鴨東森ヶ前町14-1 グランドパレス１階

075-703-7010

医療・医薬品・福祉業

金田歯科医院

京都市左京区岩倉中河原町193

075-711-0118

医療・医薬品・福祉業

てらい整骨院

京都市左京区浄土寺馬場町4ハイツ銀閣苑１Ｆ

075-744-1137

医療・医薬品・福祉業

除門接骨院

京都市左京区下鴨西本町56-2

075-706-5500

京都市左京区一乗寺清水町13 ウィングス92-1Ｆ

075-721-6555

医療・医薬品・福祉業 医療法人 白美会 修学院歯科医院

岩倉

高野店

鍼灸・整体・療術業

ひなぎく心理ルーム

京都市左京区一乗寺築田町96-2 グラン都201

075-722-9022

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

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

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

管工事業

加藤管工所

京都市左京区吉田中阿達町46

075-761-1321
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市町村

業種

企業名

事業所名

リフォーム・水道工事

大晃設備

京都市左京区岩倉忠在地町26

075-712-1994

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

京都市左京区田中関田町３３－５

090-1227-0126

観光・宿泊業 梵定寺

京
都
市

左
京
区

住所

電話

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

小売

京綾華 Ｅｔｈｎｉｃ Globe

京都市左京区静市野中町172-1

075-708-7275

小売業

秀和株式会社 AYANOKOJI 岡崎本店

京都市左京区聖護院山王町28-29

075-751-0086

小売業(自動車・保険）

株式会社ＤｒｉｖｅＤｏｏｒ

京都市左京区岩倉幡枝町2037

075-711-0038

小売り・販売・卸売業

株式会社なおかつ

京都市左京区高野蓼原町６５

075-781-3495

小売り・販売・卸売業

キクヤ毛糸店

京都市左京区一乗寺払殿町17-8

075-791-5628

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

建設業

エス・ワークス

京都市左京区鹿ケ谷寺ノ前町62-30

075-751-0297

建築業

株式会社 田口工務店

京都市左京区八瀬野瀬町279-4

075-781-8640

スーパー

エムジー

京都市左京区静市市原町357-1

075-741-1122

米穀小売

三平屋米穀店

京都市左京区北白川仕伏町56

075-781-3839

米穀店

有限会社お米工房高野

京都市左京区高野上竹屋町1-51

0120-005-831

眼鏡等小売業 脇時計眼鏡店

京都市左京区高野西開町55

075-781-7817

眼鏡等小売業 株式会社井上メガネ店

京都市左京区丸太町通川端東入東丸太町9

075-771-3718

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

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

サービス業

有限会社 セクレタリー・オフィス・サービス

京都市左京区南禅寺北ノ坊町21番地永井ハウス

075-202-8105

サービス業

有限会社 宇野

京都市左京区田中樋ﾉ口町7

075-791-6201

京都市左京区聖護院蓮華蔵町31

075-761-2126

京都市左京区正往寺町461

075-751-8850

ビルメンテナンス 近建ビル管理株式会社
ビルメンテナンス 近建ビル管理株式会社

住宅管理事業部

靴小売

株式会社京屋

京都市左京区北白川久保田町21

075-721-2000

保険業

(株)グローバルシップ

京都市左京区下鴨松ノ木町35-1下鴨松ノ木町ビル3階

075-706-7878

保険業

合名会社 コンポ

京都市左京区田中大堰町145

075-702-0503

保険業

第一生命保険株式会社

京都市左京区下鴨西林町5-5

050-3782-4924

不動産

東海物産株式会社

京都市左京区聖護院蓮華蔵町31 近建第二ビル2階

075-751-8000

不動産業

朝倉エステート

京都市左京区一乗寺東杉ﾉ宮町1

075-712-6622

不動産業

株式会社 狩野コーポレーション

京都市左京区下鴨梅ノ木町14

075-791-1130

不動産業

株式会社 永都

京都市左京区田中下柳町8-13

075-762-0300

不動産業

株式会社フラットエージェンシー 下鴨店

京都市左京区下鴨高木町5-1

075-721-0669

不動産賃貸

株式会社近畿建物

京都市左京区聖護院蓮華蔵町31 近建第二ビル3階

075-761-5361

高齢者専門宅配弁当

宅配クックワンツースリー

京都市左京区北白川西町80-4

075-702-9123

美容

レコルト・コイケ

京都市左京区田中関田町2-17

075-771-2392

美容室

ウイット・アルファ

京都市左京区浄土寺東田町93-6

075-751-9320

美容室

カットハウス・ベティ

京都市左京区田中門前町62

075-711-7089

美容室

つた美容室

京都市左京区岩倉三宅町310-4

075-721-2538

美容業

ルイ・セブン

京都市左京区一乗寺染殿町40-1F-B

075-721-6924

理容室

ヘアーサロンオグラ

京都市左京区修学院薬師堂町２６－５

075-721-1238

理容業

理容ヤマダ

京都市左京区山端川岸町46

075-791-1271

理容

BARBERヤマダ

京都市左京区聖護院西町12

075-771-7524

社労士

中家社会保険労務士事務所

京都市左京区修学院坪江町4-1

075-791-4683

高齢者向け宅配夕食

株式会社葉桜

京都市左京区鹿ｹ谷法然院西町27-1

075-708-8277

造園業

井上修造園

京都市左京区静市市原町1081-37

075-741-2237

建設業

セイコー建設株式会社

京都市左京区一乗寺大原田町2-4

075-723-3203

建築業

ティ・シー・ワークス有限会社

京都市左京区山端壱町田町8-6-506

075-721-6673

京都市左京区大原戸寺町98

075-744-2176

京都市左京区田中東高原町35

090-3718-1538

住宅・建築・建設業 ハウスクリエイティブ・マツダ工務店
住宅・建築・建設業

株式会社溝脇工務店

賀茂 営業オフィス

北白川店

令和3年2月現在

市町村
京
都
市

左
京
区

業種

企業名

事業所名

住所

電話

クリーニング業 白鳳クリーニング

京都市左京区浄土寺上馬場町59

075-771-8860

動物病院

㈱アップフィールド （アップフィールド動物病院 ）

京都市左京区高野泉町４０－１

075-703-1011

宗教法人

大本山 金戒光明寺

京都市左京区黒谷町121

075-771-2204

