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

右
京
区

業種

企業名

事業所名

住所

電話

金融

京都銀行

太秦安井支店

京都市右京区太秦安井馬塚町18番地8

075-802-5111

金融

京都銀行

帷子ノ辻支店

京都市右京区太秦帷子ヶ辻町35番9

075-861-1511

金融

京都銀行

北桑支店

京都市右京区京北周山町東丁田3-2

075-852-0007

金融

京都銀行

西院支店

京都市右京区西院巽町38-2

075-311-1191

金融

京都銀行

西五条企業会館支店

京都市右京区西院東中水町17 （中小企業会館内）

075-321-5511

金融

京都銀行

嵯峨支店

京都市右京区嵯峨天竜寺今堀町22-6

075-861-1581

金融

京都銀行

常盤支店

京都市右京区常盤馬塚町15-8

075-881-8141

金融

京都銀行

西京極支店

京都市右京区西京極西池田町13-3

075-311-2277

金融

京都銀行

西四条支店

京都市右京区山ノ内池尻町1-1

075-321-0101

金融

京都中央信用金庫

太秦支店

京都市右京区太秦組石町8番地の1

075-871-4111

金融

京都中央信用金庫

常盤支店

京都市右京区太秦中筋町12番地の1

075-864-3111

金融

京都中央信用金庫

梅津支店

京都市右京区梅津徳丸町4番地の1

075-881-8131

金融

京都中央信用金庫

西院支店

京都市右京区西院巽町35番地

075-311-7191

金融

京都中央信用金庫

西五条支店

京都市右京区西院南高田町1番地

075-312-9131

金融

京都中央信用金庫

西京極支店

京都市右京区西京極郡町111番地

075-312-4991

金融

京都中央信用金庫

嵐山支店

京都市右京区嵯峨天龍寺車道町9番地の1

075-861-1531

金融

京都中央信用金庫

嵯峨野支店

京都市右京区嵯峨野秋街道町1番地の7

075-872-6331

金融

京都中央信用金庫

常盤東支店

京都市右京区常盤村の内町1番地の10

075-861-3141

金融

京都中央信用金庫

花園支店

京都市右京区花園木辻南町5番地

075-463-5231

金融

京都信用金庫

梅津支店

京都市右京区梅津段町23番地の9

075-861-2191

金融

京都信用金庫

京信住宅ローンプラザ梅津

京都市右京区梅津段町23番地の9 京都信用金庫 梅津支店1階

0120-012-532

金融

京都信用金庫

西院支店

京都市右京区西院巽町2番地の1

075-313-2755

金融

京都信用金庫

常盤支店

京都市右京区太秦開日町4番地の1

075-882-0026

金融

京都信用金庫

西京極支店

京都市右京区西京極西池田町13番地4

075-321-4565

金融

京都信用金庫

御室支店

京都市右京区宇多野馬場町10番地の2

075-462-9670

農業協同組合 京都農業協同組合

京北支店

京都市右京区京北周山町上植代19

075-852-0250

農業協同組合 京都中央農業協同組合

高雄支店

京都市右京区梅ケ畑広芝町32

075-872-1230

京都市右京区京北細野町東ノ垣内１０－１

075-852-0610

郵便局

細野簡易郵便局

薬局

(株)スギ薬局

梅津店

京都市右京区梅津徳丸町2

075-873-2132

薬局

(株)スギ薬局

西院店

京都市右京区西院東淳和院町1番地1 アフレ西院ビル1Ｆ

075-325-2071

薬局

(株)スギ薬局

山ノ内店

京都市右京区山ノ内赤山町15番地

075-325-3970

薬局

くるまざき薬局

京都市右京区嵯峨明星町18-8

075-862-0565

薬局

ファーコス薬局 たるみやま

京都市右京区太秦垂箕山町1-2

075-863-0591

薬局

ファルコはやぶさ薬局

京都市右京区梅津中倉町26-13

075-432-7011

薬局

回生堂薬局

京都市右京区太秦安井馬塚町12

075-811-0926

薬局

アイン薬局

京都市右京区西院四条畑町30-1

075-323-6737

薬局

京北ゆう薬局

京都市右京区京北田貫町ヤタ田1

075-854-1170

薬局

みのり薬局

五条店

京都市右京区西院追分町25-1-138 イオンモール京都五条

075-326-8611

薬局

ファルコはやぶさ薬局

松尾橋店

京都市右京区梅津大縄場町6番45

075-468-1523

薬局

イトウ薬局

京都市右京区花園伊町31-2

075-463-7486

薬局

嵯峨野ゆう薬局

京都市右京区嵯峨野開町29-3

075-873-7466

薬局

西京極駅前調剤薬局

京都市右京区西京極西池田町40

075-316-2514

薬局

テイコク薬局

京都市右京区西院高田町24

075-315-5557

薬局

花園調剤薬局

京都市右京区花園木辻南町7-68

075-467-8488

薬局

タカヤマ薬局

京都市右京区西京極大門町16-19

075-311-6956

薬局

シミズ薬品株式会社

京都市右京区西京極南庄境町57

075-312-7332

薬局

うずまさゆう薬局

京都市右京区太秦森ｹ西町21-66

075-864-2030

医薬品卸

株式会社スズケン

洛西支店

京都市右京区西院月双町18番地

075-313-3211

医薬品卸

株式会社スズケン

京都支店

京都市右京区西院東中水町11番地

075-312-9151

葬祭

公益社 西ブライトホール

京都市右京区西院西溝崎町14

075-322-0042

接骨院・整骨院 藤野接骨院

京都市右京区梅津大縄場町21-15

075-861-4669

接骨院・整骨院 太田接骨院

京都市右京区西京極東町37-4

075-313-8162

接骨院・整骨院 北条接骨院

京都市右京区太秦垣内町6

075-871-3800

接骨院・整骨院 中村接骨院

京都市右京区常盤窪町1-62

075-861-4976

接骨院・整骨院 阪井接骨院

京都市右京区西院西三蔵町32

075-314-4236

接骨院

京都市右京区梅津南広町93

075-865-0021

あん摩・鍼灸 (有)あだち治療院

京都市右京区太秦海正寺町20

075-871-3353

鍼灸

鍼灸・瑛・嵯峨嵐山

京都市右京区嵯峨天龍寺若宮町17-1-402

075-864-7217

鍼灸院

安鍼灸院

京都市右京区嵯峨野開町8-53

075-882-3448

鍼灸・整体・療術業

訪問鍼灸 acure（アキュア）

京都市右京区鳴滝音戸山町11-28

070-5652-6531

訪問医療マッサージ

古都治療院

京都市右京区嵯峨野神ﾉ木町21-13

075-863-5755

家電小売

(株)フジ電業

京都市右京区花園伊町3

075-463-8272

家電小売

(有)村上電気商会

京都市右京区鳴滝本町69

075-462-6552

家電小売

メルシーハローきたの

京都市右京区嵯峨天竜寺椎野町6-62

075-881-6620

家電小売

(有)カド電機商会

京都市右京区花園中御門町7-13

075-841-9608

家電小売

(有)モリカワデンキ

京都市右京区梅津中倉町26-1

075-872-3711

家電小売

なかしん電化

京都市右京区梅津堤上町29

075-882-0155

家電小売

山口電気

京都市右京区竜安寺五反田町6-2

075-461-8988

電気工事

坂下電機商会

京都市右京区谷口園町36

075-461-7243

げん氣鍼灸整骨院

梅津店
四条通店

西院店
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京
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京
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企業名

事業所名

電気工事

京都事務機サービス

京都市右京区西京極西衣手町76

075-315-0762

電気工事

棚橋電機

京都市右京区山ノ内北ノ口町3-35

075-801-0197

電気工事

三央電機

京都市右京区嵯峨天龍寺広道町5番地の8

075-871-5541

電気工事

アイダ電機株式会社

京都市右京区太秦安井車道町19-63

075-812-4302

電気工事

(株)ダイヤ電機

京都市右京区西院寿町1

075-322-0022

電気工事

K･F・Cタイヨー

京都市右京区太秦安井辻ノ内町15

075-802-2451

管工業・リフォーム業

水本設備工業

京都市右京区梅津フケノ川町2-1

075-864-5430

歯科医院

にしかわ歯科医院

京都市右京区太秦森ヶ東町4-42

075-885-1270

歯科医院

医療法人社団 平塚歯科診療所

京都市右京区西院矢掛町27-1 ウエスト・ブリッジ1F

075-315-0459

流通

イオンリテール(株)

京都市右京区山之内池尻町1-1

075-311-3881

タクシー

(株)キャビック

京都市右京区梅津段町8

075-864-2122

旅客輸送

エムケイ株式会社

西五条営業所

京都市右京区西院久保田町6-7

075-311-3111

小売

セブン-イレブン

西院駅南店

京都市右京区西院三蔵町17番

075-322-1161

小売

セブン-イレブン

京都太秦大映通店

京都市右京区太秦多藪町19番地6

075-864-9891

小売

セブン-イレブン

西京極運動公園店

京都市右京区西京極郡町72

075-323-3865

小売

セブン-イレブン

西院月双町店

京都市右京区西院月双町88番2

075-322-7751

小売

セブン-イレブン

西京極駅前店

京都市右京区西京極西池田町29

075-311-0300

小売

セブン-イレブン

天神川三条店

京都市右京区太秦下角田町15番6

075-864-5358

小売

セブン-イレブン

嵯峨野店

京都市右京区嵯峨野秋街道町25番

075-882-1711

小売

フレスコ

帷子ノ辻店

京都市右京区太秦帷子ノ辻町30-3番地

075-873-1451

小売

フレスコ

梅津店

京都市右京区梅津中倉町17番地

075-873-3451

小売

フレスコ

SAGA店

京都市右京区嵯峨折戸町28-9

075-873-3291

小売

フレスコ

天神川店

京都市右京区太秦下刑部町10-5

075-873-3461

小売

フレスコ

嵯峨野店

京都市右京区嵯峨野千代ノ道町44－1

075-863-5651

小売

フレスコ

西院店

京都市右京区西院乾町55-1

075-325-5781

運輸業

ヤマト運輸(株)

京都梅津センター

京都市右京区西院西貝川町33

0570-200-000

運輸業

ヤマト運輸(株)

京都太秦センター

京都市右京区西院西貝川町33

0570-200-000

運輸業

ヤマト運輸(株)

京都西院寿町センター

京都市右京区西院西貝川町33

0570-200-000

サービス

エムケイ石油株式会社

best value station 御室

京都市右京区宇多野馬場町29-1

075-462-7672

サービス

エムケイ石油株式会社

西四条営業所

京都市右京区西院安塚町25

075-321-1436

宅配弁当

ニコニコキッチン

京都西店

京都市右京区山ﾉ内西裏町15-24

075-323-1866

漬物製造販売 株式会社もり

京都市右京区西院金槌町15-7

075-802-1515

飲食業

山陵汀

京都市右京区京北井戸町上台11

075-853-0300

飲食

カフェラッテ

京都市右京区西院乾町70-1

075-322-2766

和食

遊月

京都市右京区嵯峨中ノ島町

075-861-0210

美容室

ヘアーサロンやまもと

京都市右京区梅ケ畑清水町11

075-871-2484

美容室

アリス美容室

京都市右京区嵯峨野清水町12

075-871-9493

美容室

サロン・ド・巴里

京都市右京区嵯峨釈迦堂門前南中院町1-2

075-861-1853

美容室

ノア美容室

京都市右京区御室竪町25-2

075-461-5646

美容

クレヨン

京都市右京区太秦多藪町15-24

075-882-3130

美容業

サチ美容室

京都市右京区梅津林口町15

075-871-0389

理容

理容ナカムラ

京都市右京区常盤窪町1-4

075-861-2281

理容

Ｂａｒｂｅｒ・Ｎ

京都市右京区太秦安井北御所町4-27

075-811-2413

理容

ヘアサロンウメヅ

京都市右京区梅津西浦町15

075-881-0337

米穀小売

でぐち米穀店

京都市右京区太秦安井馬塚町1

075-841-1944

豆腐製造販売 有限会社久在屋

京都市右京区西京極北大入町132

0120-075938

旅館

嵯峨グレースホテル

京都市右京区嵯峨新宮町6-1

075-861-1111

宿泊施設

公立学校共済組合嵐山保養所 花のいえ

京都市右京区嵯峨天龍寺角倉町9番地

075-861-1545

京都市右京区龍安寺塔ノ下町1-6

075-748-7600

京都西店

観光・宿泊業 株式会社 洛龍菴

住所

電話

総合ビルメンテナンス業

株式会社中央保健工業社

京都市右京区西院清水町65-4

075-315-2340

自動車販売

株式会社 洛西自動車

京都市右京区梅ヶ畑畑町7

075-871-3211

自動車整備業

ナバタケオートモービルサービスステーション

京都市右京区西大路五条上東側30

075-311-3681

不動産業

エルハウジング

京都市右京区山ノ内荒木町7-58

075-881-1211

京都市右京区太秦多藪町45-19

075-882-0530

眼鏡等小売業 メガネのヤマモト

太秦店

保険業

川勝代理店

京都市右京区花園八ツ口町7-7

075-334-7058

保険業

有限会社 関西共同総合保険事務所

京都市右京区西京極畔勝町54-1 西京極ガーデンハイツ2F

075-382-1333

清掃業・整理業 京都まごころ屋

京都市右京区梅津東構口町43-1-407

075-406-5521

建設業

株式会社清井設計工務

京都市右京区西院西貝川町42

0120-513889

建設業

株式会社京美建設工業

京都市右京区西京極芝ﾉ下町8-76

075-313-7556

建設業

大登建設株式会社

京都市右京区西院西田町87-1

075-311-3366

建築業

笠井建設株式会社

京都市右京区嵯峨広沢南野町73-5

075-871-2428

建築業

株式会社福孝工務店

京都市右京区西院坤町63-1

075-315-4100

建築業

株式会社ズーデザインハウス

京都市右京区梅ｹ畑向ﾉ地町19-5

075-882-3050

建築業

株式会社西野工務店

京都市右京区太秦桂木町4-1

075-861-2905

住宅・建築・建設業

株式会社 長谷川

京都市右京区西院久田町148

075-312-2243

住宅・建築・建設業

株式会社黒田ガラスセンター

京都市右京区西京極西衣手町9

075-313-3911

住宅・建築・建設業

株式会社ハウス タケカ

京都市右京区嵯峨釈迦堂門前南中院町7-67

075-882-1125

京都市右京区山ノ内池尻町1-1 京都ファミリー3F

075-316-2300

京都市右京区京北周山町上寺田8

075-852-0077

住宅・建築・建設業 株式会社ハウスプランニング

不動産業

SOUK(スーク)

京都ファミリー店

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

右
京
区

業種

企業名

事業所名

住所

電話

コンサルタント

株式会社ジャパンインターナショナル総合研究所

京都市右京区西京極西池田町9-5西京極駅前ビル5F

075-316-3508

行政書士

にしだ行政書士事務所

京都市右京区太秦一町芝町5-11

075-882-4576

税理士

あおぞら税理士法人

京都市右京区常盤東ノ町６－５ SKYビル２F

075-863-4775

税理士

中江嘉和税理士事務所

京都市右京区西院高田町１７－１ ヴェスト・ノーヴァ西院９０２

075-316-1725

和洋菓子店

亀屋廣清

京都市右京区京北周山町西丁田10-2

075-852-0009

分譲マンション管理組合コンサルタント

ＮＰＯ法人京都マンション管理ネットワーク

京都市右京区太秦安井二条裏町2-8

075-275-0514

音楽教室

Tales of Music(テイルズ オブ ミュージック)

京都市右京区太秦石垣町10-4

075-872-7089

フィットネス

カーブス丸太町常磐

京都市右京区太秦北路町25-13

075-533-7110

製造業

株式会社 中村樹脂精工

京都市右京区西京極下沢町19-43

075-315-7266

クリーニング業 株式会社カーニバル

葛野店

京都市右京区西院月双町53

075-315-5567

クリーニング業 株式会社カーニバル

西京極店

京都市右京区西京極北大入町125

075-314-8277

