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
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企業名

事業所名

住所

電話

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

金融・保険業 日本生命 京都支社

三条営業所

京都市下京区四条通立売中之町103-1 ニッセイ柳馬場ビル 9F

075-211-1730

金融・保険業 オリックス生命保険株式会社

京都支社

京都市下京区四条通烏丸東入長刀鉾町20

075-213-3970

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 室町綾小路白楽天町ビル1階 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室町西入東錺屋町189番クマガイ五条ビル1階

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

薬局

さくら薬局

京都駅前店

京都市下京区塩小路通西洞院東入東塩小路町841-2

075-353-2066

薬局

さくら薬局

京都西七条店

京都市下京区西七条南衣田町42-5

075-325-4933

薬局

高倉薬局

京都市下京区高倉通綾小路下る神明町230-6

075-351-3814

薬局

株式会社クローバ薬局

大宮店

京都市下京区大宮通七条下る御器屋町66-1

075-342-5411

薬局

アイン薬局

四条烏丸店

京都市下京区烏丸仏光寺上二帖半敷町655

075-708-2958

薬局

日本調剤京都支店

京都市下京区四条通烏丸東入長刀鉾町10京都ダイヤビル8階

075-257-3820

薬局

丹波口調剤薬局

京都市下京区中堂寺坊城町31-2

075-366-6072

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

美容室

aqubi

京都市下京区坊門町799

075-432-7299

美容室

三ツ輪美容室

京都市下京区中金仏町213

075-351-6712

美容業

サムソン＆デリラＭａｈａｌｏ

京都市下京区西七条南衣田町52

075-321-2809

美容・理容業 ヒールエナジー

京都市下京区寺町通り松原下ル植松町739-2-302

075-361-7458

理容

金津理容所

京都市下京区仏光寺通新町東入糸屋町208

075-351-4611

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

鍼灸

清水はり灸療院

京都市下京区大宮五条下二筋目東入柿本595-165

075-344-6377

京都市下京区綾小路烏丸西入童侍者161-102

075-344-5005

京都市下京区間之町通下珠数屋町上る榎木町306坂口ビル１Ｆ

075-634-3838

京都市下京区若宮通松原下る亀屋町49番地

075-361-8885

京都支店

鍼灸マッサージ 玲子鍼灸マッサージ院
鍼灸・整体・療術業

富士鍼灸整骨院

鍼灸・整体・療術業 ゆりメディカルケア 若宮接骨院
医療・医薬品・福祉業

学産業保健クリニック

京都市下京区善長寺町131

075-746-4144

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

訪問マッサージ 株式会社ケアプラス京都営業所

京都市下京区北町181 第5キョ－トビル3階

075-353-6631

公衆浴場

梅湯

京都市下京区岩滝町１７５

080-2523-0626

飲食業

七条大宮キッチンNagomi

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

不動産

株式会社山一不動産

京都市下京区高辻通麩屋町西入雁金町１７１

075-343-1111

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
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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

電気工事業

岡崎電工

京都市下京区朱雀内畑町7

075-314-1158

管工事

協和綜合設備

京都市下京区西七条南月読町61

075-312-2820

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

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

医療・医薬品・福祉業

西田かんな歯科

京都市下京区唐津屋町517-２ ヴァン四条大宮1F

075-841-8020

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

製薬

アステラス製薬株式会社

京都第１営業所

京都市下京区四条通室町東入函谷鉾町101 アーバンネット四条烏丸ビル6階 075-252-1888

製薬

アステラス製薬株式会社

京都第２営業所

京都市下京区四条通室町東入函谷鉾町101 アーバンネット四条烏丸ビル6階 075-253-0326

製薬

アステラス製薬株式会社

京都第３営業所

京都市下京区四条通室町東入函谷鉾町101 アーバンネット四条烏丸ビル6階 075-252-1886

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

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

京都市下京区寺町通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

小売

フットクリエイト

京都市下京区間之町通上珠数屋町下る打越町318

075-365-3748

インテリア販売 ランパデール

京都市下京区貞安前之町619-1

075-351-2509

和菓子製造販売 亀屋良長 株式会社

京都市下京区四条通油小路西入柏屋町17番19番合地

075-221-2005

小売業

杉江電機工業

京都市下京区立売中之町89ライズ四条高倉ビル3階

075-257-4525

小売業(仏壇・仏具)

株式会社 小堀

京都市下京区烏丸通正面上る

075-341-4121

カメラ・時計販売 みつやMitsuya

京都市下京区四条堀川西入唐津屋526

075-841-3400

呉服小売業

京ごふく ゑり善

京都市下京区四条河原町御旅町49

075-221-4781

百貨店

株式会社髙島屋

京都市下京区四条通河原町西入真町52

075-221-8811

小売り・販売・卸売業

上羽絵惣 株式会社

京都市下京区東洞院通高辻下ル燈籠町579

075-351-0693

小売り・販売・卸売業

梅村商店

京都市下京区万寿寺通醒ケ井東入小泉町85

075-351-7076

小売り・販売・卸売業

喜楽亭

京都市下京区西七条中野町30

075-313-1929

小売り・販売・卸売業

株式会社吉野仏壇製作所

京都市下京区油小路通七条上る米屋町175-1

075-371-5605

小売り・販売・卸売業

マルホ株式会社

京都支店 地域連携推進部

京都市下京区五条通河原町西入本覚寺前町801 損保ジャパン日本興亜京都ビル 075-361-1386

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)

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)

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

京都市下京区東洞院通松原下る大江町556番

0570-200-000

烏丸五条店

京都市下京区烏丸通五条下る大坂町397-4

075-352-1666

リネンサプライ業 ワタキューセイモア株式会社

京都市下京区烏丸通高辻下ル薬師前町707烏丸シティ・コアビル

075-361-4089

宿泊業

北海館 お花坊

京都市下京区不明門通下珠数屋町上ル卓屋町66-2

075-371-3688

葬祭

公益社 烏丸ブライトホール

京都市下京区烏丸通松原上ル因幡堂町728

075-351-7724

京都市下京区七条御所ノ内本町6-2

075-313-4667

京都市下京区烏丸通塩小路下る東塩小路町901京都駅ビル2階

075-361-4401

京都市下京区綾小路通烏丸東入竹屋之町266三井住友海上京都ビル

075-343-6101

弁当製造販売業 本家かまどや

事業所名

京都店

ビルメンテナンス 双葉メンテナンス工業株式会社

住所

電話

ビル管理(インフォメーション)

京都駅ビル開発株式会社 事業課インフォメーション

保険業

三井住友海上火災保険株式会社

保険業

株式会社京滋エ－ジェンシ－

京都市下京区奈良物町358日新火災京都ビル9F

075-744-0883

保険業

東京海上日動火災保険株式会社京都支社

京都市下京区四条通麩屋町西入ル立売東町22 京都東京海上日動ビル7F

075-241-1156

保険業

第一生命保険株式会社

七条 営業オフィス

京都市下京区中堂寺南町134 KRP(京都リサーチパーク) 2号館 5階505号室 050-3782-4908

損保

あいおいニッセイ同和損害保険株式会社

京都支店

京都支店

京都市下京区大宮通四条下ル四条大宮町2 日本生命四条大宮ビル6階

075-821-6210

住宅管理・建設 日本総合住生活株式会社 京都支店

京都市下京区新町通四条下る四条町347-1CUBE西烏丸5階

075-365-1010

クリーニング

京都市下京区烏丸五条下る大坂町386

075-351-9672

京都市下京区七条通西洞院東入夷之町686-3-7F

075-351-1650

京都市下京区五条通新町東入東錺屋町186-301

075-344-5567

京都市下京区東洞院通七条下る東塩小路町557-1ユーアイビル5階 高齢者住宅情報プラザGU京都駅前店

075-278-0822

ホワイト舎

住宅リフォーム 新生ホームサービス株式会社 京都支店
建設業・不動産

株式会社カシワバラ・コーポレーション

住宅・建築・建設業 株式会社ジェイ･エス･ビー･ネットワーク

京都営業所

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

業種

企業名

事業所名

墓石販売

株式会社メモリアルアートの大野屋

京都営業所

京都市下京区南不動堂3大道第一ビル2F-A

075-342-1201

墓石販売

株式会社亘德

京都市下京区寺町通仏光寺下る恵美須之町550

075-813-3898

印章・印刷

株式会社 ロクマ

京都市下京区東洞院通五条下る福島町505番地の1

075-361-0110

音楽サロン

巴里野郎

京都市下京区市之町239-1柳川ビル2階

075-361-3535

京都市下京区河原町正面下る万屋町338

075-361-6655

京都市下京区四条通堺町角

075-221-7211

京都市下京区東塩小路町607-10

075-361-8567

京都市下京区新町七条上辰巳町756

075-371-6741

まちの居場所 かたりば朋

京都市下京区梅小路東中町106

075-321-1618

旅館業

京都市下京区不明門通り塩小路上ル東塩小路町576

075-371-6739

観光・宿泊業 京都交通社

京都市下京区 松原通堺町東入ル 杉屋町295 カーサデ河原町603

075-353-6822

一般廃棄物処理業 有限会社タナカクリンアップサービス

京都市下京区黒門通五条下る柿本町595

075-361-7145

飲食業

特定非営利活動法人無門社 協働ホーム きんぎょ食堂

京都市下京区三ノ宮町通上ノ口下る高宮町232番地1

075-351-4200

飲食業

佛沙羅館

京都市下京区木屋町通松原上る美濃屋町173-1

075-361-4535

飲食業

パストジェネラーレ

京都市下京区朱雀正会町1-1 京果会館505

075-746-6519

行政書士

山本邦雄行政書士事務所

京都市下京区西七条名倉町２３

075-314-6225

司法書士

かし司法書士事務所

京都市下京区西七条中野町19

075-315-5522

司法書士

俣野司法書士法人

京都市下京区中堂寺前田町25

075-351-2227

サービス業

㈱メンタルリンクエイド

京都市下京区綾小路通新町東入善長寺町１３１ 西澤ビル２０２

075-746-4144

株式会社 朋成

京都市下京区綾小路通西洞院西入芦刈山町136

075-341-4040

額縁卸・販売 京都イソベ ガクブチ
証券業

野村證券株式会社

成年後見制度普及活動 特定非営利活動法人 ユニバーサル・ケア

文具、事務機器販売

京
都
市

下
京
区

写真修正 画像加工 スキャニング ホームページ作成等

有限会社 いとう
松亀旅館

身元保証サービス 一般社団法人みやこシニアサポート

京都支店

住所

電話

京都市下京区四条通烏丸西入函谷鉾町101番地 アーバンネット四条烏丸ビル7階 050-5474-0231

