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

金融

京都銀行

ダイレクトバンキングセンター

京都市南区上鳥羽南塔ノ本町25

075-682-2291

金融

京都銀行

吉祥院支店

京都市南区吉祥院這登西町49

075-672-1911

金融

京都銀行

久世支店

京都市南区久世殿城町32

075-932-5511

金融

京都銀行

九条支店

京都市南区東寺東門前町1番地

075-691-2101

金融

京都銀行

東九条支店

京都市南区東九条西札ノ辻町46

075-691-3811

金融

京都中央信用金庫

上鳥羽支店

京都市南区上鳥羽北島田町120番地

075-681-4451

金融

京都中央信用金庫

久世支店

京都市南区久世殿城町427番地の1

075-934-1321

金融

京都中央信用金庫

葛野支店

京都市南区吉祥院宮ノ西町1番地

075-321-7111

金融

京都中央信用金庫

吉祥院支店

京都市南区吉祥院池ノ内町2番地

075-681-8571

金融

京都中央信用金庫

東寺支店

京都市南区西九条川原城町12番地

075-672-2111

金融

京都中央信用金庫

八条口支店

京都市南区東九条西山王町31番地

075-681-2121

金融

京都中央信用金庫

十条支店

京都市南区東九条南石田町38番地の2

075-681-3711

金融

京都中央信用金庫

九条支店

京都市南区四ツ塚町36番地

075-681-8341

金融

京都信用金庫

九条支店

京都市南区東九条烏丸町5番地

075-691-7125

金融

京都信用金庫

京信住宅ローンプラザ九条

京都市南区東九条烏丸町5番地 京都信用金庫 九条支店1階

0120-112-497

金融

京都信用金庫

吉祥院支店

京都市南区吉祥院九条町25番地

075-691-8191

金融

京都信用金庫

上鳥羽支店

京都市南区吉祥院観音堂南町4番地の3

075-681-1251

金融

京都信用金庫

十条支店

京都市南区上鳥羽高畠町65番地

075-691-9877

農業協同組合 農業協同組合中央会

京都市南区東九条上殿田町26

075-681-4323

農業協同組合

京都市南区東九条西山王町1番地

075-681-5041

京都市南区東九条西山王町1

075-681-4323

京都市南区久世大薮町151

075-921-2166

全国共済農業協同組合連合会 本部

農業協同組合 全国農業協同組合連合会本部
農業協同組合 京都中央農業協同組合

京
都
市

南
区

久世支店

住所

電話

薬局

あゆみ薬局

京都市南区吉祥院御池町22

075-681-2977

薬局

おりーぶ薬局

京都市南区唐橋大宮尻町5-1

075-671-5818

薬局

サンタ薬局

京都市南区東九条南松ノ木町1-1

075-672-0728

薬局

石原薬局

京都市南区唐橋羅城門町5

075-691-5423

薬局

みなみ薬局

京都市南区西九条島町40

075-694-5636

薬局

さくら薬局

京都十条店

京都市南区上鳥羽唐戸町7-3

075-693-5027

薬局

テイコク薬局

東寺店

京都市南区西九条東比永城町67-2

075-682-0709

薬局

株式会社宮地薬局

京都市南区西九条蔵王町13

075-691-0743

薬剤師

こがわ調剤薬局

十条店

京都市南区上鳥羽南唐戸町1

075-682-3935

流通

イオンリテール(株)

洛南店

京都市南区吉祥院御池町31番地

075-692-4560

接骨院・整骨院 安田接骨院

京都市南区上鳥羽南村山町3

075-691-6514

接骨院・整骨院 接骨院鍼灸院 宝

京都市南区上鳥羽南島田町56

075-200-6980

鍼灸接骨院

清水鍼灸整骨院

京都市南区東九条石田町35-7

075-672-5732

鍼灸

げんき鍼灸整骨院

京都市南区唐橋堂ノ前町5-2

075-692-3133

鍼灸

きただ治療院

京都市南区梅小路通大宮東入古御旅町 223

075-672-5576

鍼灸・整体

村瀬鍼灸整骨院

京都市南区久世殿城町84

075-932-1634

鍼灸・整体・療術業

となみ整骨院

京都市南区吉祥院九条町15-1-115

075-691-9680

鍼灸・整体・療術業

株式会社こころミルク

京都市南区久世上久世町８２０－２

075-276-4191

家電小売

(株)フジデンキ十条店

京都市南区唐橋南琵琶町19-7

075-661-5377

家電小売

(株)ライフポケット九条店

京都市南区唐橋羅城門町6

075-691-8232

電気工事

(有)アイ工房

京都市南区吉祥院石原町10-13

075-662-2870

電気工事

晶和電気工業(株)

京都市南区上鳥羽北島田町28

075-661-7048

電気工事

(株)大西電装

京都市南区久世大薮町270番地

075-934-2624

歯科医院

竹原歯科医院

京都市南区吉祥院中河原里西町34 水野ビル3階

075-314-1801

歯科医院

上田歯科医院

京都市南区吉祥院八反田町19-5

075-691-1266

医療・医薬品・福祉業

医療法人谷口歯科医院

京都市南区吉祥院御池町31

075-692-4699

医療・医薬品・福祉業

医療法人おおさき歯科クリニック

京都市南区八条内田町43

075-681-0150

京都市南区吉祥院西ノ庄門口町14

075-321-9126

ゆずの手鍼灸マッサージ院

製薬・医薬品 日本新薬(株)
小売

セブン-イレブン

京都上鳥羽南鉾立町店

京都市南区上鳥羽南鉾立町53

075-671-3032

小売

セブン-イレブン

京都吉祥院中河原店

京都市南区吉祥院中河原里西町15

075-321-6887

小売

セブン-イレブン

京都油小路九条店

京都市南区西九条東島町29-1

075-662-0040

小売

セブン-イレブン

京都八条通東店

京都市南区東九条西岩本町16番

075-681-1007

小売

セブン-イレブン

唐橋芦辺町店

京都市南区唐橋芦辺町16-2

075-662-1208

小売

セブン-イレブン

京都唐橋川久保

京都市南区唐橋川久保町38-2

075-691-0910

小売

セブン-イレブン

京都中久世4丁目店

京都市南区久世中久世町4丁目14-1

075-934-0661

小売

フレスコ

東寺店

京都市南区西九条東比永城町80

075-661-9661

小売

フレスコ

九条店

京都市南区唐橋堂ノ前町17

075-692-3531

小売

フレスコ

八条店

京都市南区吉祥院西ノ庄西中町1-2

075-316-6211

小売

京滋ヤクルト販売株式会社 宅配営業部

京都市南区久世築山町250

075-931-8960

小売

酒匠米匠たかぎ（セラーズたかぎ）

京都市南区吉祥院西浦町67

075-691-1292

小売業

味のタテハラ

京都市南区西九条横町21-1

075-691-6006

生花小売業

タカギ花店

京都市南区西九条針小路町11

075-691-9311

運輸業

ヤマト運輸(株)

東山五条センター

京都市南区上鳥羽金仏44

0570-200-000

運輸業

ヤマト運輸(株)

京都西七条センター

京都市南区吉祥院西ノ庄西中町37-1

0570-200-000

運輸業

ヤマト運輸(株)

京都中堂寺センター

京都市南区吉祥院西ノ庄西中町37-1

0570-200-000

運輸業

ヤマト運輸(株)

京都九条センター

京都市南区上鳥羽仏現寺町38

0570-200-000

運輸業

ヤマト運輸(株)

京都上鳥羽センター

京都市南区上鳥羽仏現寺町38

0570-200-000
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京
都
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南
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業種

企業名

事業所名

運輸業

ヤマト運輸(株)

京都八条センター

京都市南区上鳥羽仏現寺町38

0570-200-000

運輸業

ヤマト運輸(株)

京都中久世センター

京都市南区久世中久世町3-58

0570-200-000

運輸業

ヤマト運輸(株)

京都吉祥院センター

京都市南区吉祥院稲葉町24

0570-200-000

運輸業

ヤマト運輸(株)

京都川島センター

京都市南区久世中久世町3-58

0570-200-000

運輸業

ヤマト運輸(株)

京都向日センター

京都市南区久世中久世町3-58

0570-200-000

運輸業

ヤマト運輸(株)

京都もずめセンター

京都市南区久世中久世町3-58

0570-200-000

運輸業

有限会社スポット便

京都市南区唐橋大宮尻町19-6

075-681-0345

宅配便

佐川急便株式会社

京都営業所

京都市南区上鳥羽角田町68

075-681-8181

旅客輸送

エムケイ株式会社

国道十条営業所

京都市南区上鳥羽北花名町1-1

075-693-5755

旅客輸送

エムケイ株式会社

本社

京都市南区西九条東島町63-1

075-555-3132

旅客輸送

都タクシー株式会社

京都市南区上鳥羽塔ノ本30-2

075-671-6101

サービス

エムケイ株式会社

京都駅八条口のりば

京都市南区東九条上殿田町

サービス

エムケイ石油株式会社

上鳥羽営業所

京都市南区上鳥羽北花名町1-1

075-682-3551

サービス

エムケイ石油株式会社

本社

京都市南区西九条東島町63-1

075-681-8501

医薬品卸

株式会社ケーエスケー

京都南支店

京都市南区西九条東柳ノ内町47-１

075-693-3440

飲食

喫茶やまぐち

京都市南区東九条河辺町1

075-671-6534

飲食業

鶴喜そば

京都市南区上鳥羽中河原56-5

075-661-0220

飲食業

おふくろ

京都市南区吉祥院九条町42-5

075-681-9188

ホテル

新・都ホテル

京都市南区西九条院町17

075-662-7931

フィットネスクラブ

株式会社ノーザンライツ・コーポレーション

京都市南区東九条下殿田町70 西館4階

075-692-3464

印刷業

有限会社 森田美術印刷

京都市南区上鳥羽火打形町12

075-692-3131

米穀小売

廣瀬米穀店

京都市南区東九条石田町36

075-691-3480

米店

こめはうすかたやま

京都市南区吉祥院西ﾉ庄東屋敷町43

0120-135377

理容

日進理髪九条店

京都市南区唐橋川久保町30

075-661-3718

営業

キョウプロ

京都市南区吉祥院石原東之口44-1

075-691-7161

自動車修理・車検・整備・販売

新和自動車株式会社ガイアボディショップ

京都市南区上鳥羽鴨田17-1

050-3541-1095

保険業

せきもと

京都市南区久世高田町257-78桂ガーデンハイツ407

075-921-1776

保険業

株式会社ニッセンライフ

京都市南区西九条院町26番地

保険業

第一生命保険株式会社

就労支援

株式会社u&n

京都市南区西九条院町26番地

葬祭

公益社 南ブライトホール

京都市南区西九条池ノ内町60

通信販売

株式会社ニッセン

京都市南区西九条院町26番地

通信販売

株式会社ニッセンホールディングス

京都市南区西九条院町26番地

金属リサイクル 株式会社伊藤商店

上鳥羽店

京都テルサフィットネスクラブ

京都支社

南 営業オフィス

住所

京都市南区唐橋羅城門町37-5

電話

050-3782-4940
075-662-0042

京都市南区吉祥院石原上川原町6

075-661-2095

リサイクルショップ

有限会社高中商店

京都市南区吉祥院嶋樫山町22

075-692-2468

管工業

株式会社大宮ポンプ京都本社

京都市南区西九条豊田町4

075-661-0681

小売業(自動車・保険）

株式会社エースモータース

京都市南区久世殿城町272

075-922-6136

自動車整備業 株式会社アカシ自動車

京都市南区東九条南河辺町15-1

075-691-3284

特殊自動車販売 有限会社ＡＬＦＬＥＸ

京都市南区久世上久世町499-1

075-925-1313

福祉用具・住宅改修

てらこや

京都市南区上鳥羽高畠町101-2

075-606-2342

遺品整理業

株式会社アントレッド

京都市南区上鳥羽奈須野町34

075-755-9424

食品製造販売 株式会社 フードシステムズ

京都市南区西九条小寺町7-7

075-681-5261

動物病院

めぐむ動物病院

京都市南区吉祥院中河原里北町49

075-313-4655

住宅・建築・建設業

株式会社 京都コープサービス コープハウジング

京都市南区吉祥院石原上川原町1-2

075-682-5760

