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

小栗栖出張所

京都市伏見区小栗栖南後藤町6

075-572-2211

金融

京都銀行

下鳥羽支店

京都市伏見区中島堀端町101

075-612-8600

金融

京都銀行

稲荷支店

京都市伏見区深草稲荷中之町41

075-641-5301

金融

京都銀行

墨染支店

京都市伏見区深草北新町633番地

075-643-1811

金融

京都銀行

藤森支店

京都市伏見区深草直違橋2-438-2

075-643-7111

金融

京都銀行

伏見支店

京都市伏見区東大手町766-3

075-611-3281

金融

京都銀行

向島支店

京都市伏見区向島四ツ谷池14-19

075-622-6111

金融

京都銀行

淀支店

京都市伏見区淀池上町159-2

075-631-3301

金融

京都中央信用金庫

石田支店

京都市伏見区石田森東町23番地の1

075-572-6501

金融

京都中央信用金庫

伏見支店

京都市伏見区大宮町572番地の2

075-621-3355

金融

京都中央信用金庫

久我支店

京都市伏見区久我東町211番地

075-921-5711

金融

京都中央信用金庫

桃山支店

京都市伏見区御香宮門前町190番地の5

075-611-1211

金融

京都中央信用金庫

醍醐支店

京都市伏見区醍醐大構町12番地

075-571-7373

金融

京都中央信用金庫

竹田南支店

京都市伏見区竹田七瀬川町142番地の1

075-641-8111

金融

京都中央信用金庫

下鳥羽支店

京都市伏見区中島外山町8番地

075-623-1011

金融

京都中央信用金庫

大手筋支店

京都市伏見区西大手町316番地

075-621-8008

金融

京都中央信用金庫

淀支店

京都市伏見区納所町176番地

075-632-2591

金融

京都中央信用金庫

稲荷支店

京都市伏見区深草稲荷榎木橋町10番地11番地

075-641-6361

金融

京都中央信用金庫

藤森支店

京都市伏見区深草西伊達町87番地の4

075-641-7165

金融

京都中央信用金庫

竹田支店

京都市伏見区深草西浦町1丁目28番地の1

075-642-7711

金融

京都中央信用金庫

墨染支店

京都市伏見区深草中ノ島町2番地2

075-645-1301

金融

京都中央信用金庫

向島支店

京都市伏見区向島四ツ谷池14番の19

075-622-8401

金融

京都信用金庫

伏見支店

京都市伏見区西大手町322番地の3

075-601-9131

金融

京都信用金庫

北伏見支店

京都市伏見区深草出羽屋敷町23番地の8

075-642-4711

金融

京都信用金庫

桃山支店

京都市伏見区桃山福島太夫西町1番地の1

075-622-6722

金融

京都信用金庫

京信住宅ローンプラザ桃山

京都市伏見区桃山福島太夫西町1番地の1 京都信用金庫 桃山支店1階

0120-602-730

金融

京都信用金庫

六地蔵支店

京都市伏見区桃山町西尾41番地の6

075-622-7111

金融

京都信用金庫

南桃山支店

京都市伏見区桃山町養斎16番50

075-621-5441

金融

京都信用金庫

稲荷支店

京都市伏見区深草稲荷榎木橋町26番地

075-641-5291

農業協同組合 京都中央農業協同組合

洛南支店

京都市伏見区下鳥羽南柳長町7

075-601-6175

農業協同組合 京都中央農業協同組合

竹田出張所

京都市伏見区竹田内畑町280-1

075-647-7337

農業協同組合 京都中央農業協同組合

羽束師支店

京都市伏見区羽束師菱川町1

075-921-6131

農業協同組合 京都中央農業協同組合

向島支店

京都市伏見区向島善阿弥町50-4

075-601-2136

農業協同組合 京都中央農業協同組合

淀支店

京都市伏見区淀下津町201

075-631-3337

京都市伏見区中島北ノ口町6

075-681-2412

農業協同組合 信用農業協同組合連合会
京
都
市

伏
見
区

住所

電話

薬局

(株)スギ薬局

小栗栖店

京都市伏見区小栗栖森本町5番地3

075-575-2778

薬局

あい薬局

藤森

京都市伏見区深草枯木町38-1 ラポール21 1Ｆ

075-646-2455

薬局

フラワー薬局

下鳥羽店

京都市伏見区下鳥羽上三栖町133

075-623-4193

薬局

ミキ薬局

京都市伏見区淀池上町133

075-632-0262

薬局

久我調剤薬局

京都市伏見区久我東町8-2

075-924-6111

薬局

調剤薬局オカモト

京都市伏見区深草枯木町33-1

075-643-2528

薬局

富士薬局

京都市伏見区醍醐槇ノ内町17-1

075-575-3975

薬局

すみぞめ駅前ゆう薬局

京都市伏見区墨染町699-6

075-585-3378

薬局

すみぞめゆう薬局

京都市伏見区深草北蓮池町903-1

075-647-3333

薬局

さくら薬局

京都市伏見区石田森東町30-1

075-574-1301

薬局

つかさ薬局

京都市伏見区深草西浦町7-73-1-101

075-647-3201

薬局

ツバサ薬局

京都市伏見区醍醐鍵尾町12-6

075-575-4700

薬局

ジャパンファーマシー薬局 向島店

京都市伏見区向島四ツ谷池14-19

075-634-8971

薬局

足立薬局

京都市伏見区深草下川原町1-1 C-110

075-646-5511

薬局

株式会社フジタ薬局

小栗栖店

京都市伏見区小栗栖南後藤町3-13

075-572-5570

薬局

ココカラファイン薬局

醍醐店

京都市伏見区醍醐高畑町30-7

075-571-0845

薬局

すぎのこ薬局

丹波橋店

京都市伏見区桃山筒井伊賀東町83

075-606-2813

薬局

フジタ薬局

石田店

京都市伏見区石田森東町3-10

075-571-1455

薬局

ヤマモト調剤薬局

京都市伏見区新町5丁目507

075-604-4771

薬局

株式会社アインファーマシーズ アイン薬局

京都市伏見区淀下津町281-3

075-633-5717

調剤薬局

あけぼの薬局伏見店

京都市伏見区越前町602-2

075-604-4155

医薬品

アルフレッサ株式会社

京都中央支店

京都市伏見区中島北ノ口町25番地

075-623-5203

医薬品

アルフレッサ株式会社

京都中央病院支店

京都市伏見区中島北ノ口町25番地

075-623-5201

医薬品

アルフレッサ株式会社

京都南病院支店

京都市伏見区中島北ノ口町25番地

075-623-5202

医薬品

アルフレッサ株式会社

京都東支店

京都市伏見区中島北ノ口町25番地

075-623-5204

医薬品

アルフレッサ株式会社

京都西支店

京都市伏見区中島北ノ口町25番地

075-623-5205

医薬品

アルフレッサ株式会社

京都南支店

京都市伏見区中島北ノ口町25番地

075-623-5206

医薬品

アルフレッサ株式会社

試薬機器関西営業部 京滋支店

京都市伏見区中島北ノ口町25番地

075-623-5207

接骨院・整骨院 大西接骨院

京都市伏見区下鳥羽芹川町49-46

075-602-7519

接骨院・整骨院 オカモト接骨院

京都市伏見区深草小久保町407

075-644-2523

接骨院・整骨院 まつもと鍼灸整骨院

京都市伏見区東組町688-2

075-621-3452

接骨院・整骨院 さくら鍼灸整骨院

京都市伏見区久我森の宮町1-55

075-931-1833

あん摩

治療院じゅいん

京都市伏見区深草飯食町840-503

075-634-8345

鍼灸

ニコニコ鍼灸整骨院 クイックざ・マッサージ

京都市伏見区桃山町山ﾉ下55-14

075-612-0450

鍼灸（マッサージ）

佐々木漢方鍼灸整体院

京都市伏見区深草上横縄町5-2

075-531-9629

整体

ワンポイントコム 有限会社 京都均整治療院

京都市伏見区深草直違橋二丁目 1166番地

075-642-0022

鍼灸接骨院

ほりぐち鍼灸接骨院

京都市伏見区桃山筒井伊賀東町47-3シャトー桃山1F

075-621-1680

京都伏見店

淀店

令和3年2月現在

市町村

京
都
市

伏
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区

業種

企業名

事業所名

鍼灸院

浜野針灸院

京都市伏見区京町南7丁目31-4

075-605-6255

鍼灸院

山本はり灸院

京都市伏見区城通町602サンハウス伏見T-1F

075-612-1201

鍼灸・整体・療術業

あいだ整骨院

京都市伏見区深草ヲカヤ町33-4

075-645-5955

鍼灸・整体・療術業

キュアセラピー大野カイロプラクティックオフィス

京都市伏見区向島津田町137-9 菊桜庵内

075-612-1256

鍼灸・整体・療術業

すぎのぶ鍼灸整骨院

京都市伏見区深草極楽町760-2

075-641-7555

鍼灸・整体・療術業

むげん整骨院伏見

京都市伏見区深草柴田屋敷町23-15

075-643-8270

鍼灸・整体・療術業

むげん整骨院墨染

京都市伏見区墨染町699

075-646-2022

鍼灸・整体・療術業

Ｒリラックス

京都市伏見区深草極楽町772-6 １F

075-275-7224

鍼灸・整体・療術業

しぶたに整骨院

京都市伏見区深草越後屋敷町４０－１ソレイユ墨染１Ｆ

075-634-9908

医療・医薬品・福祉業

あい接骨院伏見稲荷本院

京都市伏見区深草稲荷中之町60番地 ノーザンライツⅡ １Ｆ

075-646-2688

訪問マッサージ

在宅・訪問マッサージ治療院 オネスト

京都市伏見区深草西浦町1丁目40

075-646-2600

家電小売

(有)上杉でんき

京都市伏見区深草大亀谷大山町17-2

075-643-9932

家電小売

沢辺ラジオ店

京都市伏見区深草勧進橋町50

075-641-3813

家電小売

(有)髙山電器商事

京都市伏見区雁金町704-4

075-601-4933

家電小売

小野デンキ

京都市伏見区東大手町772-3

075-611‐3131

家電小売

都らいぶハラダ

京都市伏見区深草大亀谷西久宝寺町40-13

075-641-1740

家電小売

長嶋屋株式会社

京都市伏見区桝形町466

075-611-0041

家電小売

エース三ツ星

京都市伏見区桃山町養斉15-8

075-621-3900

家電小売

野中電業

京都市伏見区羽束師志水町165-8

075-932-7061

電気工事

(有)森田電設

京都市伏見区小豆屋町573

075-621-7293

電気工事

浪花電気

京都市伏見区小栗栖中山田町60-20-408

075-572-4880

電気工事

大西電機冷暖

京都市伏見区醍醐槙ノ内町31-7

075-571-6035

電気工事

株式会社植田電機

京都市伏見区納所北城堀3-5

075-631-1112

電気工事

京放(株)

京都市伏見区石田大山町33-5

075-573-3301

電気工事

(株)近藤電業社

京都市伏見区羽束師菱川町336-19

075-933-6229

電気工事

有限会社ディー・エヌ電工

京都市伏見区横大路貴船70-2

0120-243-845

管工事

洛南工業所

京都市伏見区深草寺内町853

075-641-2277

歯科医院

タナカ歯科医院

京都市伏見区醍醐高畑町30-9 アッシジイクジェト1F東側

075-574-1182

歯科医院

肥後歯科医院

京都市伏見区醍醐合場町8-16

075-572-0313

歯科医院

岩井歯科医院

京都市伏見区竹田七瀬川町320

075-641-3449

歯科医院

堀口歯科医院

京都市伏見区深草直違橋4丁目350-1

075-641-1927

歯科医院

こがはしもと歯科医院

京都市伏見区久我森の宮町2-1 洛西ハイツ久我102号

075-935-8148

歯科医院

安岡歯科医院

京都市伏見区深草石橋町9番地の3

075-641-0620

歯科医院

たふ歯科医院

京都市伏見区向島善阿弥町18-4

075-622-8148

医療・医薬品・福祉業

（医）和人会 マス歯科医院

京都市伏見区羽束師志水町127-2

075-921-8020

医療サービス

株式会社日本予防医学研究会タクト

京都市伏見区紙子屋町531番地

075-603-0199

建築

(株)アイビ建築

京都市伏見区向島庚申町124-1

075-601-6151

機械設計

株式会社大興技研

京都市伏見区深草西浦町8丁目113 西陣ビル５F

075-646-3744

小売

セブン-イレブン

京都伏見横大路店

京都市伏見区横大路三栖泥町跡町1-1

075-602-3359

小売

セブン-イレブン

京都久我森の宮町店

京都市伏見区久我森の宮町14-1

075-922-1588

小売

セブン-イレブン

下鳥羽公園店

京都市伏見区竹田泓ノ川町4

075-612-8871

小売

セブン-イレブン

伏見下鳥羽但馬町店

京都市伏見区下鳥羽但馬町130番

075-611-2087

小売

セブン-イレブン

伏見新町４丁目店

京都市伏見区新町4丁目474番1

075-603-5088

小売

セブン-イレブン

京都西大手筋店

京都市伏見区村上町370-1

075-601-3898

小売

セブン-イレブン

京都向島ニユータウン店

京都市伏見区向島四ツ谷池7-5

075-605-0455

小売

セブン-イレブン

伏見勧進橋店

京都市伏見区深草下川原町39番地1

075-645-5068

小売

セブン-イレブン

京都竹田中内畑町店

京都市伏見区竹田中内畑町145

075-611-9873

小売

セブン-イレブン

京都竹田西内畑町店

京都市伏見区竹田西内畑町23

075-603-2312

小売

セブン-イレブン

醍醐大構町店

京都市伏見区醍醐大構町3-1

075-574-2267

小売

フレスコ

向島店

京都市伏見区向島庚申町119

075-603-9641

小売

フレスコ

桃山店

京都市伏見区観音寺町205番地１

075-623-2761

小売

フレスコ

深草店

京都市伏見区深草直違橋10丁目141番地

075-646-2501

小売

フレスコ

桃山南口店

京都市伏見区桃山町養斉17番11

075-601-2601

小売

フレスコ

墨染店

京都市伏見区墨染町703番

075-646-5251

小売

メナード化粧品ビオラ代行店

京都市伏見区大阪町605 メゾンドビオラ1階

075-622-1411

小売

京都生活協同組合

京都市伏見区竹中町609（コープ桃山２F）

075-622-8170

小売

黒米母湯の悠悠

京都市伏見区深草大亀谷安信町58-2

075-643-9290

小売り・販売・卸売業

潮田酒店

京都市伏見区南浜町258-6

075-601-4420

荒物・陶磁器小売

橋本商店

京都市伏見区深草稲荷中之町33

075-641-5680

運輸業

ヤマト運輸(株)

伏見醍醐センター

京都市伏見区醍醐御霊ケ下町21-1

0570-200-000

宅配便

佐川急便株式会社

京都南営業所

京都市伏見区南寝小屋町5

075-604-2700

旅客輸送

エムケイ株式会社

伏見営業所

京都市伏見区竹田中川原町53-1

075-642-0911

旅客運送業

高速タクシー株式会社

京都市伏見区竹田真幡木町91番地

075-601-7317

サービス

エムケイ石油株式会社

best value station 竹田

京都市伏見区竹田中川原町40番地

075-646-2178

サービス

カーセブン

京都南インター店

京都市伏見区中島鳥羽離宮町71

075-622-2725

京都市伏見区淀美豆町457

075-633-2839

京都市伏見区新町10丁目376-2

075-202-5615

東ブロック

家事サービス かじスト
京都伏見店

住所

電話

サービス業

便利屋お助け本舗

保険業

ハート保険

京都市伏見区深草大亀谷東古御香町102-102

075-777-7548

保険業

保険デザインパートナーズ(株)

京都市伏見区桃山町山ノ下32 MOMOテラス１F

0120-646-929

販売

ワタミ(株)宅食事業部

京都第２支部

京都市伏見区下鳥羽西芹川町18

0120-321-510

販売

ワタミ(株)宅食事業部

京都第２支部京都東営業所

京都市伏見区醍醐多近田町16-1

0120-321-510

美容関係（ﾚﾃﾞｨｰｽｼｪｰﾋﾞﾝｸﾞ)

ピーチフェイス

京都市伏見区桃山町鍋島1-5-303

075-632-8262

令和3年2月現在

市町村

業種

企業名

事業所名

美容室

ヘアーシーンクリア

京都市伏見区下板橋町639-8

075-622-7044

美容室

ビューティーサロン髪ＹＯＵ

京都市伏見区深草平田町26-13

075-641-1555

美容室

うつみ美容室

京都市伏見区醍醐西大路町47

075-571-6077

美容室

キャンディ美容室

京都市伏見区淀川顔町440-2

075-632-6455

美容室

ミチ美容室

京都市伏見区深草下川原町12-6

075-641-6593

美容室

美容室ミント

京都市伏見区深草北新町636-2

075-643-3438

美容室

カットファイブ

京都市伏見区石田森東町10-1

0774-32-4046

美容室

ヘアースペースジェルベ

京都市伏見区日野谷寺町23-19

075-571-8780

美容室

ピュアモード カヨ

京都市伏見区納所南城堀14-18

075-631-3403

美容業

ビ・ファイン株式会社

京都市伏見区京町7丁目1-14 京阪丹波橋北口西ビル3階

075-605-7788

美容業

美容室パスタイムクラブ

京都市伏見区両替町1丁目407

075-603-3173

理容業

理容ハセガワ

京都市伏見区下鳥羽城ﾉ越町156

075-601-5668

理容室

HAIR WORKS ABE

京都市伏見区深草直違橋10丁目161

075-641-1463

理容

河林理容院

京都市伏見区醍醐僧尊坊町1-124

075-571-3505

旅館

寺田屋

京都市伏見区南浜町263

075-622-0252

医薬品

布亀株式会社／京都南営業所

京都市伏見区下鳥羽北円面田町58

075-601-7031

喫茶店

喫茶みどり

京都市伏見区深草ｽｽﾊｷ町35

075-641-1364

飲食業

ライフデリ京都伏見店

京都市伏見区小栗栖南後藤町84-2 ヴァンヴェール西井南号室

075-644-6333

飲食業

喫茶くれたけ

京都市伏見区京町4丁目170

075-622-2808

時計・眼鏡・宝飾・補聴器

春城時計店

京都市伏見区東大手町772-1

075-601-3135

京都市伏見区深草藪之内町47

075-641-1121

米穀食品小売業 米弥長谷川米穀店

京
都
市

伏
見
区

住所

電話

小売り・販売・卸売業

(有)津田電機

京都市伏見区納所町573-3

075-631-5113

小売り・販売・卸売業

有限会社島田神具店

京都市伏見区深草開土町1-2

075-641-0518

小売り・販売・卸売業

株式会社伊藤園

京都市伏見区南寝小屋町61

075-603-5381

小売り・販売・卸売業

山田米穀店

京都市伏見区納所町３５７

075-631-2016

小売り・販売・卸売業

塚本光文堂

京都市伏見区新町5丁目509

075-611-5439

社労士

大原安道社会保険労務士事務所

京都市伏見区日野野色町30-19

075-573-2878

社労士

社会保険労務士 近藤わたる事務所

京都市伏見区羽束師鴨川町338-11

075-932-3088

行政書士

行政書士三上隆事務所

京都市伏見区村上町３７６－６０５

075-606-2429

行政書士事務所 京街みなみ行政書士事務所

京都市伏見区京町南8丁目118-4

075-748-7386

管工事

京都市伏見区淀池上町79-1

075-631-3317

京都市伏見区下鳥羽東柳長町19

075-601-8008

北近畿地区営業部

株式会社ウイシステム淀

建築、工務店 株式会社藤居工務店
宅建業、高齢者施設の紹介業

株式会社都ハウジング

京都市伏見区深草ｷﾄﾛ町30-12

075-645-3191

建設業

有限会社ナカタニ

京都市伏見区納所町586-168

075-631-8890

建設業

リファイン桃山

京都市伏見区墨染町700

075-642-4566

建設業

柏工務店

京都市伏見区向島津田町95-55

075-601-7281

建設業

市原工務店

京都市伏見区深草ｦｶﾔ町19-8

075-641-6558

建設業・不動産 株式会社春日野住宅

京都市伏見区醍醐新開1-34

075-571-8166

建築

有限会社ネクストステージ

京都市伏見区桃山町大島38-100

075-612-8080

建築

株式会社京・ゆとりハウジング

京都市伏見区竹田中川原町388

075-662-3721

ビルメンテナンス 生活工房エムアンドシー

京都市伏見区淀下津町44-1

075-633-5595

鍵・防犯

カギ衛門本舗

京都市伏見区下鳥羽南円面田町160

075-612-6115

保険業

株式会社あおぞら保険パートナ-ズ

京都市伏見区中島樋ノ上町1番地 小坂ビル2F

075-611-8333

保険業

株式会社塚本総合企画

京都市伏見区深草大亀谷内膳町25番地フラット291-101号

075-641-4185

保険業

株式会社L・ファイン

京都市伏見区御香宮門前町191-2

075-611-1074

保険業

第一生命保険株式会社

京都市伏見区桃山町山の下25-7

050-3782-4944

福祉用具販売 (株)たまるや

京都市伏見区羽束師鴨川町44-6

075-932-1023

介護セキュリティ ライフセキュリティ

京都市伏見区日野林49-3

075-575-3627

高齢者支援事業

一般社団法人 京都高齢者支援協会 かたつむりトラスト

京都市伏見区竹田田中宮町17番地 富士和ビル2階

075-601-0287

菓子製造業

株式会社和晃

京都市伏見区横大路橋本26-1

075-621-8806

菓子製造販売 祇園饅頭

京都市伏見区向島善阿弥町21

075-611-5772

遺品整理業

かたづけ屋本舗

京都市伏見区深草池ﾉ内町3-61

075-634-8627

犬の美容

ドッグハウスサラダ

京都市伏見区向島上林町8-14

075-601-8083

動物病院

さと動物病院

京都市伏見区深草西浦町8-115 武一ビル１Ｆ

075-641-1238

駐車場経営

笠置屋株式会社

京都市伏見区南浜町247

075-623-2213

製造業

株式会社伊藤園

京都市伏見区南寝小屋町61

075-603-5381

六地蔵 営業オフィス

京都支社

