令和3年2月現在

市町村

業種

企業名

事業所名

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

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

金融・保険業

ブレーントラストコーポレイション株式会社

京都市中京区小川三条下ルBTCビル2F

075-255-4145

京都市中京区西ﾉ京南原町1番地クラウンビル2階

075-813-3820

金融・保険業 株式会社サポートフォース

京
都
市

中
京
区

住所

電話
075-211-0101

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

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

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

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町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

薬局

薬局はなファーマシー烏丸丸太町

京都市中京区常真横町196

075-257-8011

薬局

ダイガク薬局むろまち

京都市中京区室町通蛸薬師下山伏山町539

075-256-8868

薬局

スマイル薬局 丸太町高倉店

京都市中京区坂本町686-2

075-231-3161

医薬品小売業 協同組合

京都小売薬業協同組合

京都市中京区烏丸通夷川上る少将井町250 ビルＨＡＮＡ 5階

075-231-7575

二条店
花園藤ノ木店

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

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80

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

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

内装工事業

株式会社エルテックホームサービス

京都市中京区御幸町通夷川上る松本町565-1

075-223-2277

歯科医院

なかお七本松歯科クリニック

京都市中京区西ノ京池ノ内町16-41 京都友禅館ビル2階

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

医療・医薬品・福祉業

山本歯科口腔外科医院

京都市中京区新京極六角下東入桜之町446

075-231-1159

医療・医薬品・福祉業

なかい歯科

京都市中京区寺町二条上要法寺前７２４－１

075-252-1020

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

鍼灸・マッサージ コウ鍼灸マッサージ治療室

京都市中京区錦小路高倉西入西魚屋607-302

075-212-6317

鍼灸院

紫の上レディース鍼灸院

京都市中京区西ノ京両町3-5

075-841-1911

鍼灸・整体・療術業

竹屋町整骨院

京都市中京区夷川通柳馬場西入百足屋146 Le.ciel202号

075-212-7780

令和3年2月現在

市町村

業種

企業名

事業所名

鍼灸・整体・療術業

畠鍼灸院整骨院

京都市中京区三文字町200番地 ミックナカムラ302号

075-252-2268

鍼灸・整体・療術業

リラクゼーション 楽種

京都市中京区新町四条上る小結棚町440 三放ビル１F

075-231-5612

鍼灸・整体・療術業

西院瀬本整骨院

京都市中京区壬生淵田町33-5

075-841-3889

鍼灸・整体・療術業 大宮カイロプラクティックセラピー

京都市中京区壬生賀陽御所町3-3-105

075-811-1552

鍼灸・整体・療術業 在宅ケア特化型鍼灸院 百寿Japan

京都市中京区大文字町41-1 ハイツクリオネ3N

0120-100-370

鍼灸・整体・療術業 ソレイユカイロプラクティック療院

京都市中京区御池通笹屋町436 永和御池ビル9F

075-212-4855

接骨院

今井接骨院

京都市中京区西ノ京小堀池町3-2 ｼﾝﾌｫﾆ-西ノ京円町1F

075-803-6500

社会福祉

社会福祉法人 白百合会

京都市中京区三条通油小路東入ル塩屋町36

075-744-0815

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

京都市中京区蛸薬師通烏丸東入一蓮社町293番地

077-255-1361

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

住所

電話

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

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

小売業

河一商店

京都市中京区錦小路通柳馬場東入東魚屋町177

075-221-5867

香辛料の販売

有限会社エヌアンドエヌコーポレーション

京都市中京区錦小路堺町西入中魚屋494-210

075-223-0318

小売

株式会社日本華道社

京都市中京区六角通東洞院西入堂之前町235

075-223-0613

文具・小売

山下宗

京都市中京区聚楽廻西町74

075-841-5681

小売り・販売・卸売業

株式会社 白木染匠

京都市中京区小川通二条上る槌屋町６１５番地の２

075-222-0007

小売り・販売・卸売業

ファミリーマート

京都市中京区六角通東洞院西入堂之前町254

075-257-2759

小売り・販売・卸売業

森永洛中ミルクセンター

京都市中京区壬生西大竹町11

075-801-1776

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)

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

保険業

損保ジャパン日本興亜損害保険株式会社

京都支店京都南支社

京都市中京区烏丸通錦小路上ル手洗水町671損保ジャパン日本興亜ユニバース京都ビル8F

075-252-3018

保険業

損保ジャパン日本興亜ひまわり生命保険株式会社

京都支社

京都市中京区烏丸通錦小路上ル手洗水町671損保ジャパン日本興亜ユニバース京都ビル7F

075-211-6713

保険業

(株)葵総合保険

京都市中京区河原町通夷川上る指物町320

075-256-2811

保険業

一般社団法人京都損害保険代理業協会

京都市中京区御池通烏丸東入笹屋町436永和御池ビル601

075-257-3633

保険業

株式会社 アシストワン

京都市中京区西ノ京西月光町41番地の3

075-468-3200

保険業

株式会社 京応

京都市中京区御倉町85-1 ＫＤＸ烏丸ビル2Ｆ

075-241-2608

保険業

有限会社 アイディーリンク

京都市中京区壬生朱雀町32-2

075-257-0711

保険業

有限会社 アスコンサルオーヤマ

京都市上京区荒神口通河原町東入亀屋町123番地 ダイショウ荒神口ビル1F 075-212-3618

保険業

有限会社 京都アルファー

京都市中京区麩屋町通二条下る尾張町225番地第二ふやちょうﾋﾞﾙ503号

075-256-2400

保険業

有限会社 京都マリン

京都市中京区烏丸二条上ル西側 京栄烏丸ビル5F

075-241-2373

保険業

第一生命保険株式会社

洛中 営業オフィス

京都市中京区御池通東洞院西入ル笹屋町435 京都御池第一生命ビル8F

050-3782-4956

保険業

第一生命保険株式会社

京都中央 営業オフィス

京都市中京区烏丸通二条下ル秋野々町513 京都第一生命泉屋ビル6Ｆ

050-3782-4954

保険業

第一生命保険株式会社

京都職域 営業オフィス

京都市中京区御池通東洞院西入ル笹屋町435 京都御池第一生命ビル8F

050-3782-4962

保険業

第一生命保険株式会社

京都総合支社

京都市中京区御池通東洞院西入ル笹屋町435 京都御池第一生命ビル9Ｆ

075-221-7951

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248-2

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

飲食業

おおきに（株式会社ムラタエンタープライズ）

京都市中京区壬生東高田町41

075-323-1172

飲食業

カフェ・フロリアン

京都市中京区西ノ京中御門東町98 フロリアン中御門 1F

075-822-0056

飲食業

がんこ高瀬川二条苑

京都市中京区木屋町二条下東生洲484-6

075-223-3456

飲食業

おふくろの味 浮船ぽにい

京都市中京区河原町通六角山崎町六角 河原町ビル3F

075-231-3767

飲食業

京都ほっとはあとセンター

京都市中京区竹屋町通烏丸東入清水町375 ハートピア7階

075-255-0355

飲食業

株式会社SIP

京都市中京区上樵木町496番地 アイル竹嶋ビル一階西

075-241-2788

社労士

デクノ社会保険労務士事務所

京都市中京区小川通蛸薬師上ル元本能寺町382 MBビル4階

075-741-6026

社労士

富樫社会保険労務士事務所

京都市中京区西ノ京北壺井町105-9

075-801-6077

行政書士

あゆみ行政書士事務所

京都市中京区堺町通三条下る道祐町１４１ Ｉ．Ｂ－ｏｆｆｉｃｅ４階４１７号室

075-231-5127

司法書士

優 司法書士法人

京都市中京区御池通東洞院東入笹屋４３６番地 永和御池ビル７階

075-213-2016

烏丸六角店

令和3年2月現在

市町村

京
都
市

中
京
区

業種

企業名

事業所名

司法書士

司法書士法人Ｆ＆Ｐａｒｔｎｅｒｓ

京都市中京区烏丸通六角下ル七観音町６２３番地 第11長谷ビル5階

税理士

安井伸夫税理士事務所

京都市中京区烏丸通竹屋町下ル少将井町２３０番地 トライグループ烏丸ビル２F 075-256-8628

法律事務所

ふくま法律事務所

京都市中京区梅忠町24 三条COHJUビル４F

075-283-0671

法律事務所

西村法律事務所

京都市中京区饅頭屋町595-3大同生命京都ビル２階

075-253-2035

法律事務所

京都法律事務所

京都市中京区御幸町丸太町下ル御幸町ビル5F

075-256-1881

弁護士

泉法律事務所

京都市中京区烏丸二条上蒔絵屋267烏丸二条ビル6階

050-5867-7200

食品

株式会社とり市

京都市中京区寺町通三条上る天性寺前町523

075-231-1508

サービス

たん熊北店

京都市中京区西木屋町四条上紙屋３５５

075-221-6990

サービス業

株式会社四城ガレージ

京都市中京区壬生坊城町33

075-841-1782

パン販売

ドウ

京都市中京区麩屋町通丸太町下る舟屋町４２４－１０１

075-212-5036

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

美容室

ウープス

京都市中京区夷川通室町東入巴町82

075-254-5112

美容室

ヴィサージュ・ロカ

京都市中京区西ノ京職司町26

075-811-9991

美容室

スタジオ梅やヘアーワークス

京都市中京区丸太町小川東入横鍜治105

075-222-0777

美容室

宏林ビューティサロン

京都市中京区壬生坊城町35-8

075-842-0727

美容室

Hair Art Bamboo

京都市中京区西ノ京大炊御門町15-11

075-406-7999

美容業

ROSA美容室

京都市中京区西ノ京上合町42

075-822-9797

旅館業

三木半旅館

京都市中京区六角通麩屋町東入八百屋町96ｰ97番合地

075-221-5189

観光・宿泊業 株式会社 関西フクシツーリスト

京都市中京区 猪熊通蛸薬師下ル下瓦町581 三原ビル2階南側

075-813-1755

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

複写･製本

株式会社平安光業

京都市中京区間之町通御池上ル高田町503番地花柳ビ1F

075-231-1177

数珠製造業

株式会社 中郷

京都市中京区小川通御池上ル下古城町382-1

075-222-1161

葬祭

公益社 本社

京都市中京区烏丸通六角上る饅頭屋町608番地

075-221-4000

ﾘﾌｫｰﾑ･ｱﾙﾐｻｯｼ･硝子工事

株式会社ＭＡＤＯリード

京都市中京区壬生東土居ﾉ内町3

075-311-8321

建築仕上業

株式会社日建

京都市中京区姉小路通猪熊西入倉本町279

075-841-3801

建築設計コンサルタント

京都空間研究所

京都市中京区御池西洞院東入橋之町741-3

075-221-0565

建築業

佐野建築事務所

京都市中京区竹屋町通御幸町東入毘沙門町543-7

075-251-1881

建築業

橋本工務店

京都市中京区大宮御池下三坊大宮147

075-841-2219

建築業

合同会社ＴＳＵＢＡＫＩ・ＤＥＳＩＧＮ一級建築士事務所

京都市中京区久遠院前町686ヒトミビル3階東

075-251-0167

建築業

佐竹工務店

京都市中京区壬生賀陽御所町46

075-841-0804

建設業

株式会社 今西電気商会

京都市中京区笋町686

075-221-1935

京都市中京区竹屋町通釜座西入指物屋町361

075-255-6900

住宅・リフォーム 建都コーポレーション有限会社

住所

電話
075-256-4548

住宅・建築・建設業

株式会社ハウスプランニング 本社

京都市中京区御池通油小路西入ル森ノ木町219 御池ITビル5階

075-255-7500

証券業

藍澤證券株式会社 京都支店

京都市中京区御池通東洞院西入ル笹屋町435 第一生命ビル1階

075-223-1115

販売

豆英製菓株式会社

京都市中京区帯屋町573

075-221-0982

オートバイ・自転車

株式会社松井保商会

京都市中京区東洞院通姉小路上る笹屋町446

075-221-5947

タイヤ販売

ミスタータイヤマン

京都円町

京都市中京区西ﾉ京伯楽町14-90

075-467-3434

不動産業

株式会社ハウスドゥ

京都本店

京都市中京区烏丸通錦小路上ル手洗水町６７０ 京都フクトクビル５F

075-229-3200

不動産業

㈱あさき夢みじ不動産福祉事業部 よりそいや介護タクシー

京都市中京区西ノ京大炊御門町８－５７

070-2293-1984

不動産業

有限会社スタッフオフィス

京都市中京区西洞院夷川下薬師６５２－１１

075-211-7709

その他

一般社団法人 近畿シルバーライフ協会

京都事務局

京都市中京区烏丸通六角下る七観音町623番地第11長谷ビル5階

0120-783-864

警備業

(株)トーホーセキュリティサービス

京都支社

京都市中京区烏丸通六角下ル七観音町638 東洋烏丸ビル4階

075-252-1611

