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

松尾支店

京都市西京区嵐山宮ノ前町46-12 （松尾大社前）

075-882-7121

金融

京都銀行

洛西支店

京都市西京区大原野東境谷町2-5-2

075-331-1111

金融

京都銀行

桂支店

京都市西京区桂野里町35-5

075-381-2101

金融

京都銀行

西桂支店

京都市西京区桂南巽町135

075-392-2311

金融

京都銀行

上桂支店

京都市西京区山田中吉見町15-1

075-381-7111

金融

京都中央信用金庫

洛西支店

京都市西京区大枝西新林町5丁目1番地の8

075-331-1301

金融

京都中央信用金庫

樫原支店

京都市西京区樫原江ノ本町1番地

075-392-6551

金融

京都中央信用金庫

桂支店

京都市西京区桂乾町22番地の1

075-391-5111

金融

京都中央信用金庫

桂駅前支店

京都市西京区桂野里町50番地の58

075-381-2193

金融

京都中央信用金庫

桂坂支店

京都市西京区御陵大枝山町5丁目26番地の5

075-333-6001

金融

京都中央信用金庫

下津林支店

京都市西京区下津林南大般若町44番地

075-391-6541

金融

京都中央信用金庫

上桂支店

京都市西京区松尾木ノ曽町41番地

075-391-3351

金融

京都信用金庫

桂支店

京都市西京区川島有栖川町4番地の1

075-381-5111

金融

京都信用金庫

京信住宅ローンプラザ桂

京都市西京区川島有栖川町4番地の1 京都信用金庫 桂支店1階

0120-381-027

金融

京都信用金庫

洛西支店

京都市西京区大枝北福西町3丁目2番地2

075-332-0505

金融

京都信用金庫

物集女支店

京都市西京区山田中吉見町12番地2

075-392-9200

金融

京都信用金庫

樫原支店

京都市西京区樫原口戸1番地の48

075-393-2166

金融保険

ＡＴＧ保険合同会社

京都市西京区上桂三ノ宮町50-26

075-391-7379

京都市西京区大枝北沓掛町2-12-3-415

075-203-6224

社会保険労務士 森田恵三社会保険労務士事務所

京
都
市

西
京
区

住所

電話

農業協同組合 京都中央農業協同組合

大原野支店

京都市西京区大原野灰方町179

075-331-0211

薬局

あけぼの薬局

桂店

京都市西京区下津林東大般若町36

075-394-0026

薬局

カツラ駅前薬局

京都市西京区川島北裏町69-1

075-392-5967

薬局

ワキタ薬局

京都市西京区上桂宮ノ後町98

075-392-3473

薬局

ひので薬局

京都市西京区大原野上里勝山町15-8

075-331-4136

薬局

ひまわり薬局

洛西店

京都市西京区大枝沓掛町13-63

075-335-1112

薬局

ひまわり薬局

千代原店

京都市西京区山田大吉見町11-13

075-382-5535

薬局

ならの木薬局

大原野店

京都市西京区大原野北春日町794

075-205-5175

薬局

ライフォート洛西薬局

京都市西京区大枝中山町7-116

075-279-6492

食品販売

つかます

京都市西京区大枝中山町2-149

075-333-3401

接骨院・整骨院 山口接骨院

京都市西京区大原野上羽町12-5

075-331-7543

接骨院・整骨院 中川接骨院

京都市西京区山田大吉見町5-8

075-391-2132

接骨院・整骨院 西村接骨院

京都市西京区樫原水築町16-16

075-381-5508

接骨院・整骨院 オカモト接骨院

京都市西京区嵐山朝月町30 ル・セーヌ嵐山1F

075-882-5825

接骨院・整骨院 うめたに整骨院

京都市西京区大枝西新林町3丁目1-30

075-332-6564

接骨院・整骨院 東桂整骨院

京都市西京区川島東代町32-13 アインス北川1Ｆ

075-394-2772

整骨院

整骨院わかば

京都市西京区樫原水築町13 ウエストポイント１F

075-393-7333

鍼灸接骨院

山村鍼灸接骨院

京都市西京区桂下豆田町41-13

075-391-8051

接骨鍼灸院

すみや整骨院

京都市西京区桂艮町13-76

075-381-7688

接骨鍼灸院

奥村接骨鍼灸院

京都市西京区山田久田町10-5

075-394-8810

鍼灸

久米針灸院

京都市西京区樫原石畑町8-4

075-381-2257

鍼灸

松陽しんきゅう院

京都市西京区山田平尾町51-107

075-381-4144

鍼灸按摩マッサージ治療院

野口治療院

京都市西京区桂野里町50-45

075-393-5612

鍼灸院

皓鍼灸治療院

京都市西京区牛ヶ瀬新田泓町11セジュールHARUKA102

080-1413-8880

鍼灸・整体・療術業

医王整体院

京都市西京区松尾大利町20-140

075-391-2880

鍼灸・整体・療術業 在宅訪問マッサージあいのて京都店

京都市西京区上桂前川町１６０

075-394-3970

家電小売

(有)エンドー

京都市西京区松尾万石町10-7

075-381-9655

家電小売

スマイリングせお

京都市西京区川島東代町30-3

075-381-2031

家電小売

中島電化販売(株)

京都市西京区上桂三ノ宮町15番地

075-391-4554

家電小売

小泉善

京都市西京区樫原久保町6-1

075-394-4400

電気工事

IKEDEN

京都市西京区下津林南大般若町73-2

075-391-2980

電気工事

上野電機株式会社

京都市西京区上桂今井町138

075-394-4951

電気工事

(株)桂電社

京都市西京区桂乾町20-34

075-391-1277

管工業

有限会社豊嶋設備工業所

京都市西京区大原野上里南ﾉ町175

075-331-1210

歯科医院

小笹歯科

京都市西京区大原野西境谷町2丁目10-1

075-332-0345

医療・医薬品・福祉業

シバハラ歯科医院

京都市西京区大枝西新林町5丁目1-12

075-333-3799

医療・医薬品・福祉業

亀川歯科医院

京都市西京区松尾鈴川町８６－９

075-393-3833

小売

セブン-イレブン

京都上桂前田町店

京都市西京区上桂前田町10番4

075-393-2773

小売

セブン-イレブン

京都上桂山田口店

京都市西京区松尾大利町12-1

075-381-1173

小売

フレスコ

上桂店

京都市西京区上桂北村町257

075-382-3381

小売

フレスコ

桂駅東口店

京都市西京区桂野里町17番地ミュー阪急桂1階

075-382-0311

小売り・販売・卸売業

株式会社伊藤園

京都西支店

京都市西京区桂畑ヶ田町10

075-382-0400

百貨店

株式会社高島屋

洛西店

京都市西京区大原野東境谷町2丁目5番地の5

075-332-1111

パン販売

パン工房ＬｉｔｔｌｅＢｉｒｄｓ

京都市西京区川島粟田町36-2

075-393-7372

スーパーマーケット

キッチンランドSUNSUN

京都市西京区大原野東境谷町2丁目5-8

075-332-5503

運輸業

ヤマト運輸(株)

京都嵐山センター

京都市西京区大原野上里北ノ町1311

0570-200-000

運輸業

ヤマト運輸(株)

京都大原野センター

京都市西京区大原野上里北ノ町1311

0570-200-000

運輸業

ヤマト運輸(株)

京都大枝センター

京都市西京区大原野上里北ノ町1311

0570-200-000

運輸業

ヤマト運輸(株)

京都桂センター

京都市西京区桂上野中町146

0570-200-000

旅客輸送

エムケイ株式会社

洛西営業所

京都市西京区大枝中山町2-17

075-331-5634
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喫茶店

璞

京都市西京区樫原中垣外3-1

075-392-9947

喫茶

オカザキコーヒー

京都市西京区上桂宮ﾉ後町41

075-392-1925

飲食業

団ぷ鈴 （ダンプリン）

京都市西京区嵐山宮町3

075-861-0078

住宅設備業

コトブキ住設

京都市西京区桂上野中町209

075-382-3266

住宅リフォーム リフォームセンター塚本

京都市西京区牛ヶ瀬西柿町35

075-392-0464

美容室

ＤＩＣＨＡ

京都市西京区川島滑樋町33-20

075-391-3751

美容室

じゅりえん美容室

京都市西京区下津林水掛町9

075-381-4759

美容業

マッシュフォーヘアー／桂店

京都市西京区川島調子町102-2

075-393-3001

美容業

マッシュフォーヘアー／松尾店

京都市西京区松室追上ｹﾞ町34

075-393-7373

美容業

花かんざし美容室

京都市西京区川島東代町15-3

075-391-9228

理容

テラウチ理容院

京都市西京区大枝南福西町3丁目15-7

075-331-3557

理容業

ヘアーandエステ 那由他

京都市西京区下津林前泓町40-3 ル・プルミエール桂1Ｆ

075-394-6244

旅館

渡月亭

京都市西京区嵐山中尾下町54-4

075-871-1310

家事サービス 株式会社SSF

京都市西京区桂千代原町55-11-102

075-392-4458

保険業

(有)日新UYT保険

京都市西京区桂西滝川町3番地

075-382-2123

建築業

有限会社タニモト

京都市西京区大枝西長町3-214

075-332-1609

建築業

株式会社松尾工務所

京都市西京区大枝西長町9-1

075-331-4019

建築業

有限会社ビジレック

京都市西京区桂南巽町75-3

075-392-8788

建設業

有限会社 万殿建設

京都市西京区大枝西新林町1-9-10

075-333-2630

建設業

ウッドタジマ

京都市西京区川島東代町30-1

075-391-8023

建築塗装業

有限会社山恵塗装

京都市西京区山田葉室町13-248

075-391-8191

不動産、建築業 ワイズ・スタイル

京都市西京区上桂森上町21

075-394-2418

水道工事業

京都市西京区樫原井戸16-2

075-391-5804

防水・塗装業 株式会社幸源

京都市西京区牛ｹ瀬堂田町25

075-382-0855

飲食サービス業 株式会社うお嘉

京都市西京区大原野上里北ﾉ町1262

075-331-0029

サービス業

タスク

京都市西京区大原野上里北ﾉ町908-4

075-332-7999

遺品整理 不用品回収 不動産仲介

メモリアル遺品整理サービス

京都市西京区大原野北春日町954-2

075-333-1131

家事代行業

京西住設合同会社

京都市西京区川島調子町42-1

075-925-5155

行政書士

行政書士山下事務所

京都市西京区松室荒堀町９２

075-382-2011

京都緊急水道設備

事業所名

住所

電話

