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※企業名及び行政区は登録時の情報をもとに作成しています。 
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北 区 

・岩井木材株式会社 

・有限会社 衣笠牧場 

・丸太屋産業株式会社 

・ウオキ有限会社 

・京都信用金庫 北野支店 

・京都信用金庫 鞍馬口支店 

・京都信用金庫 西賀茂支店 

・京都信用金庫 北山支店 

・京都信用金庫 北大路支店 

・サンケイデザイン 株式会社 

・京都信用金庫 紫竹支店 

・京都上京児童美術研究所 

・片岡鉄工所 

・株式会社 しょうざん 

・鴨川住建 有限会社 

上京区 

・池田接骨院 

・インテリアオウノ 

・株式会社 エスネット 

・株式会社 岡本修美堂 

・財団法人 ギルドハウス京菓子 

・新進ラジオ 

・大日本スクリーン製造株式会社 

・有限会社 多門商店 

・株式会社 俵屋吉富 

・出町商店街振興組合 

・西陣くらしの美術館 冨田屋 

・中島ミシン電業店 

・株式会社 仲文選堂 

・株式会社 Hibana 

・三上織物株式会社 

・株式会社 水口 

・株式会社 たにぐち 

・琴声堂印刷 

・株式会社 ローバー都市建築事務所 

・山下織物 株式会社 

・有限会社 ジャパンスタイルシステム 

・河合美術織物 株式会社 

・有限会社 さくら商事 

・茶房いせはん 

・株式会社 田丸弥 

・株式会社 芳村屋 

・有限会社 ディー・アーキテクツ 

・都総合管理 株式会社 

・誠養軒 

・株式会社 アイテム・Ⅰ 

・プランネール 

・京都畳商工協同組合 

・西陣 たくみ人形 

・株式会社 藤山自動車 

・かつらぎ瓦斯器具 株式会社 

・有限会社 太田畳店 

・保険企画木村 

・北尾紋章工芸 

・株式会社 京都花源 

・倉辻綜絖店 

・宗教法人  法泉院 

・有限会社 帯のこくりょう 

・有限会社 ミナトヤクリーニング商会 

・株式会社 花工房 

・株式会社 スペースサピエンス 

・株式会社 岡忠 

・裕人 礫翔 

・樋口造園株式会社 

・爲國淳史税理士事務所 

・株式会社 冨田屋 

・タイヨウネクタイ株式会社  

・紫絋株式会社 

・京都寺ノ内郵便局 

・京都信用金庫  丸太町支店 

・株式会社 前田岩吉商店 

・京都信用金庫  西陣支店 

・金網 つじ 

・北山杉磨丸太生産卸 石川商店 

・この道木材店 

・さなだ自然食品 

・新大宮商店街振興組合 

・大徳寺 喜代 

・有限会社 電気の店なかじま 寺ノ内店 

・株式会社 白梅モータース 

・有限会社 ペペカワシマ 

・ミップスパソコンスクール北大路校 

・南出力利税理士事務所 

・舞鶴の味 八島丹山 西賀茂店 

・萬転 

・日下部静光堂印刷所 

・中源 株式會社 

・株式会社 フラットエージェンシー 

・イワモトエンジニアリング 株式会社 

・一閑張 夢一人 

・岩佐 株式会社 

・西村工業 株式会社 

・安澤行政書士事務所 

・西澤タクシー 

・高間酒店 

・朧八瑞雲堂 

・メガネサロンはせがわ  

・ハイビスカスデイサービスセンター 

・鞍馬湯 

・株式会社  佐藤喜代松商店 

・大徳寺 いちま 

・有限会社 日本ケアサポート 

・カワムラ 

・NPO,sunshine project 

・有限会社 ボンニー 

・北大路商店街振興組合 

・三央自動車販売  
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・有限会社 阿吽 

・徳永絣加工所 

・株式会社 杉本商会 本店 

・学校法人 紫明学園 近畿予備校 

・フォト イソナガ 

・関西京美印刷 

・中島精肉店 

・KAPPA-ZA☆KYOTO 

・三野屋建設事務所 

・京都大宮丸太町郵便局 

・京都中立売堀川郵便局 

・京都聚楽郵便局  

・京都中立売室町郵便局 

・西陣郵便局 

・京都北野郵便局 

・京都荒神口郵便局  

・京都大宮鞍馬口郵便局 

・京都室町上立売郵便局 

・京都下立売堀川郵便局 

・京都府庁前郵便局 

・京都府立医大病院内郵便局  

・京都仁和郵便局 

・京都御前下立売郵便局 

・京都出町郵便局 

・京都中立売千本郵便局 

 

左京区 

・有限会社 ウィルコート 

・エイテック株式会社 

・大原社労士事務所 

・株式会社 きたやま南山 

・有限会社 京都システム開発 

・西邦観光 

・だん王子供の家 

・東和スポーツ施設株式会社 

・橋政庭園 

・株式会社 宮野商事 

・和匠庵 

・有限会社 黒田 

・株式会社 岩倉ゴルフクラブ 

・株式会社 狩野コーポレーション 

・らくほくレントオール 

・株式会社 山梨製餡 

・石田土曜自学自習塾 

・飯田調理士紹介所 

・株式会社 近畿建物 

・医療法人 速水矯正歯科 

・株式会社 京家建設 一級建築士事務所 

・株式会社 ムカデヤ 

・牧野伸彦税理士事務所 

・タックメイト泉屋北店 

・ファミリーマート賀茂大橋店 

・株式会社 大安組 

・大原工房 株式会社 

・株式会社 京都産業振興センター 

・株式会社  土井志ば漬本舗 

・アン・ティ・シェンエ 

・有限会社 ヨッカ・カンパニー 

・中井住宅設備 

・浄蓮華院 

・永観堂幼稚園 

・ブティック ひまわり 

・聖マリア幼稚園 

・菊の花幼稚園 

・岡崎電設 

・ヘアファッション ペンギン 

・小林企画事務所 

・大学生協京都事業連合 

・株式会社 CONTEMPORARY COCOON ROOM 702  

・中山工業株式会社 

・彩遊館コーポレーション株式会社  

・株式会社 らくや 

・上原医院 

・有限会社 シーズコーポレーション 

・タックメイト賀茂屋 

・株式会社 エーコープ京都中央 岩倉店 

・竹村玉翠園本舗 

・京都信用金庫 岩倉支店 

・京都信用金庫  下鴨支店 

・京都信用金庫  百万遍支店 

・京都信用金庫  岩倉中町支店 

・京都信用金庫  修学院支店 

・京都信用金庫  銀閣寺支店 

・有限会社 ワイアンドエス 

・喫茶 呂川 

・久保庭苑研究所 

・佐々木工務店 

・喫茶 いろり 

・辻しば漬本舗 

・株式会社 大原アグリビジネス 21 

・関西巻取箔工業株式会社 

・株式会社 志野 

・奥田しば漬本舗 

・辻電気商会 

・有限会社  魚山園 

・芹生 

・観光食味 有限会社 

・画廊 おかざき 

・裂道楽 よ志川 

・有限会社  糺書房 

・宗教法人  法乗院 

・健友館友整体院 

・志ば久 

・財団法人 日本イタリア京都会館 

・NPO 法人 若者と家族のライフプランを考える会  

・株式会社 イシダ 

・マリコ トランスレーション 

・株式会社 花背山の家協会 

・財団法人 京都市音楽芸術文化振興財団 

・セブンイレブン京都平安神宮前店 

・有限会社  武右衛門 

・オフィス・ファミリー株式会社 

・株式会社 ユニオン・エー 

・株式会社 岡野組 

 

中京区 

・有限会社 井傳 

・喜聞堂 

・中京郵便局 

上京区 
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・紀平張 

・きむら 

・株式会社 木村庄 

・京都新聞開発株式会社 

・株式会社 ケーオーシー 

・京菓子司 源水 

・株式会社 坂田基禎建築研究所 

・有限会社 櫻井モータース商会 

・サンドイッチのタナカ 

・株式会社 シスプ・テクノロジー 

・清課堂 山中源兵衛 

・成基コミュニティグループ 

・学校法人 大和学園 

・刀剣 開陽堂 

・長上絹糸株式会社 

・株式会社 日本航空インターナショナル 

・ひさだアートインダストリー 

・株式会社 弘 

・前田建設工業株式会社 京滋営業所 

・株式会社 マツダ 

・株式会社 三木半旅館 

・株式会社 八百廣 

・公益財団法人京都市男女共同参画推進協会  

・有限会社 村田堂 

・株式会社 ビューティフルツアー 

・西村新商店 

・株式会社 平岩 

・有限会社 玉清電機 

・株式会社 加藤重 

・福井畳店 

・株式会社 片野商会 

・ＩＭＧ＆ＭＡＩＥＮ 株式会社 

・株式会社 リーフ・パブリケーションズ 

・株式会社 祇園 平八 

・社会保険労務士京都中央事務所 

・株式会社 上田屋 

・岡秀 株式会社 

・有限会社 アイティーオー 

・株式会社 豆政 

・株式会社アンビアンス 

 

・株式会社 越村染工場 

・近畿日本ツーリスト 株式会社 

・渋新老舗 

・株式会社 ヒューマンサポートサービス 

・ビーンズ 株式会社 

・京都シニア大学 

・株式会社 デリブ 

・共和染色工業 有限会社 

・株式会社 ミツギ 

・有限会社 吉田紅染 

・NPO 法人 生活安全支援センター 

・株式会社 ＯＭエコロジー 

・ヘア＆エステサロン 椿姫 

・白木屋 

・有限会社 京フーズ 

・ファブリカ 

・柿本商事 株式会社 

・株式会社 菊水製作所 

・神緒美樹税理士事務所 

・平安装束体験所 

・森田康敬和紙研究所 

・株式会社 エクザム 

・株式会社 ワイズトレーディング 

・株式会社 アンフィエール 

・株式会社 メディアクリエイツ 

・ペットショップタムラ 

・工芸工房 鎚舞 

・有限会社 グラン・ブルー 

・公益社団法人  京都勤労者学園 

・有限会社 ベルブライト 

・株式会社 やまざき 

・株式会社 ママ・サービス 

・株式会社 コダマ製作所 

・株式会社  京応保険設計 

・株式会社  フクナガ 

・株式会社  高橋徳 

・京都インバン株式会社 

・株式会社  京都はんなり本舗 

・アドブレーン 株式会社 

・スター株式会社 

 

・株式会社  葵総合保険 

・六満保育園 

・公益社団法人京都保健会 朱雀診療所 

・Beer Café 麦潤 

・金翠堂 

・株式会社  富紗屋 

・奥谷電機 株式会社 

・メンズカットクラブ ロダン 

・有限会社 川勝 

・株式会社  林七 

・京都錦市場商店街振興組合 

・万足屋 きむら 

・岸松園老舗 

・宗教法人  誠心院 

・矢田寺 

・株式会社 古都中井 

・株式会社 辨天堂 

・有限会社 ヒシダ文具店 

・酒と肴 天然 〆屋 

・株式会社 三星社 

・柳家 

・有限会社 サンメガネ 

・串かつ・おばんざい とんとん 

・片岡刺繍 

・薄伽梵 

・歩人館 四条寺町店 

・株式会社 やまもと 

・中村 椿堂 

・旅館 吉川株式会社 

・池田モータース商会 

・株式会社 中塚商店 

・有限会社 白数薬局 京都店 

・東邦織物 株式会社 

・ペーパーショップ ふる川 

・やすべえ 

・京のおばんざい MORITOSHI 

・株式会社 御所飴本舗 

・西村吉象堂 

・大西京扇堂 

・創作鉄板空 ～SOLA～ 

 

中京区 
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・ルナール ブルー 

・極楽寺 

・株式会社 ト一 

・京福電気鉄道 株式会社 

・風庵 

・モリシタ書店 

・株式会社 マルナカ商会 

・SHOP ゆめや 

・株式会社 加藤健旗店 

・聖三一幼稚園 

・京都メモリー 

・株式会社 Bajarbol 

・更科よしき 

・ブール進々堂 にしき店 

・京こま 雀休 

・小山治療院 

・島津エンジニアリング株式会社 

・株式会社 京都鶴屋鶴寿庵 

・亀屋則克 

・株式会社 大入商店 

・建都住宅販売株式会社  

・西新道錦会商店街振興組合 

・株式会社 森田印房 

・京種株式会社 

・有限会社 ゑり正 京都本店 

・市田株式会社 京都支店 

・吉村建設工業株式会社 

・株式会社 豊松堂 

・株式会社京都新聞折込サービスセンター  

・株式会社 関西総合鑑定所 

・株式会社 システムアドバンス 

・安藤不動産株式会社 

・服部和子きもの学院 

・京都たばこ商業協同組合 

・京都信用金庫 円町支店 

・京都信用金庫 壬生支店 

・京都信用金庫 三条支店 

・京都信用金庫 河原町支店 

・京都信用金庫  朱雀支店 

・六甲楽器 

 

・手打ちうどん ひふみ  

・ヤスダ徽章株式会社 

・更科本店 

・珍遊 三条店 

・株式会社 アーク 

・オフィス TAN 

・川村商店 

・麻野紋章工芸 

・Art Gallery MITSUMORI 

・異邦人京都寺町御池店 

・ヘアーサロン・ニシ 

・リペア・トピー ゼスト御池店 

・らん  

・沢和 

・株式会社 山武扇舗 

・アラネット株式会社 

・桔梗商店 

・SHAMROCK 

・株式会社 いたがき 

・有限会社 洛趣庵 

・はんず御池店 

・アリゾナ靴店 

・河原町蛸薬師商店街 振興組合 

・株式会社 大吉 

・京都料理学校 

・EL FOGON 

・La Gallega 

・La masa 

・FUIGO 

・有限会社 六角ちきりや茶舗 

・株式会社 音響電化社 

・Coeur 

・株式会社 大林金物店 

・山中履物店 

・カレー料理の店 白川 

・じゃのめ 

・株式会社 船はしや総本店 

・有限会社 三条バスユニット 

・増田商店 

・マリヤ糸釦店 

 

・ヤマモト金物店 

・株式会社 沢井商店 

・バッグのスダ 

・有限会社 べる・べーる三条ギャラリー 

・メガネのドルフィン 

・株式会社 中村薬局ドラッグヴァウ 

・株式会社 千色 

・ミナミ時計店 

・兼田電機商会 

・白井製箱所 

・有限会社  修美社 

・ラーメン 花洛 

・谷垣電気商会 

・天ぷら大橋屋 

・三条漢薬堂 

・リジューム 

・宝石・時計・メガネ モリ 

・田中鶏卵 

・平亀宝飾店 

・文祥堂書店 

・有限会社  宝飾いしずみ 

・亀廣永 

・ヤマウチ薬品 

・株式会社 八坂博美堂 

・中谷徽章堂 

・京人形かつら  

・三條尾張屋 

・ファルーカ 

・西村医院 

・道家商事株式会社 

・幾久屋 久保呉服調整所 

・坂本商会 

・THE みます屋 京都先斗町 

・みます屋 DELI 

・株式会社 三賀 

・株式会社 千松 

・有限会社  グラマラスフード 

・CAFE いわさき 

・花の店 いしど 

・奈良甚 

 

中京区 
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・木村寅之助商店 

・株式会社 澤吉 

・有限会社 竹香 

・株式会社 津乃吉 

・中谷豆腐店 

・株式会社 日昇館 

・梅山堂 

・株式会社 東山ホールディングハイアットリージェンシー京都 

・かねみ陶業 株式会社 

・株式会社 日野屋 

・肉の大橋亭 

・株式会社 イマムラ 

 

・柴田商店 

・BARBER たにざわ 

・株式会社 タナカ電材 

・京のおへそ 

・有限会社  西村東染織整理工場 

・株式会社 旅庵 花月 

・有限会社  新京極薬品  

・有限会社  杉下印染工場 

・セブンイレブン京都間之町御池店 

・株式会社 ドミニックエンタープライス 

・株式会社 仁科印染工場 

・金彩荒木 

・ヘアーブティック DE・JA・VU 

・Office W 

・株式会社 ウエストフローラ 

・株式会社 ジーアール 

・上坂元七商店 

・いづ源 北店 

・鍾美堂 永松佛具店 

・株式会社 中西商店 

・Café B の階段 

・公益社団法人 京都市ユースサービス協会  

・三条たなか 

・きたのでんき 

東山区 

・株式会社 菰軒 

・陶点睛 かわさき 

・京都三条 竹松 

・株式会社 祇園 瓢たん 

・有限会社 いふじ 

・株式会社 伊藤常 

・株式会社 京都ダンス村・今西惠利子フラメンコスタジオ  

・株式会社 半兵衛麩 

・劇団前進座 株式会社 京都営業所 

・財団法人 関西電気保安協会京都支部 

・三ツ星商会 

・株式会社 吉今 

・cafe Green 

・hair Ｌosa 

・一期一会治療院 

・株式会社 そばこや戸嶋製粉 

・株式会社 壹錢洋食 

・株式会社 思文閣 

・宗教法人  天得院 

・東福寺保育園 

・東福寺児童館 

・株式会社 エ・マーサ 

・株式会社 タケダ 

・株式会社 仁科旗金具製作所 

・京都信用金庫  祇園支店 

・京都信用金庫 東山支店 

・株式会社 かじわら米穀 

・有限会社  菊嘉商店 

・京都大和大路郵便局 

・京都今熊野郵便局 

・有限会社  駒田スポーツ 

・祇園たんと 

・株式会社 アトレチア祇園 

 

山科区 

・社会福祉法人 鏡陵福祉会  陵ヶ岡保育園  

・株式会社 京滋リフォーム広 

・株式会社 ジュエリー京屋 

 

・創作美術陶芸 瑞香 加島 

・髙山行政書士・不動産事務所 

・燈影舎 

・株式会社 西村宇工務店 

・溝川食品 

・株式会社 伸洸 

・穂積工務店有限会社 

・中島設備工業 株式会社 

・株式会社 ナカモト 

・カット ハウス トトロ 

・有限会社 コンフォートライフ 

・有限会社 新装工業 

・中西工務店 

・有限会社 サイセイ建設 

・株式会社 松井色素化学工業所 

・市橋精機 株式会社 

・有限会社 平井結納店 

・河合シール 

・箸工房 おおした 

・山脇ビジネス・コンサルティング 

・株式会社 日建消防 

・松谷造園 

・日本家族再生センター 

・有限会社 洛北鶏卵 

・有限会社 あどりぶ 

・オリーブ動物病院 

・有限会社 中京技建 

・有限会社 戎崎昇降機 

・レストラン シャルボン 

・西浦木工所 

・有限会社 桑山測量設計事務所 

・社会福祉法人 勧修福祉会 

・洛東印刷 株式会社 

・かみもり電気 

・食堂場 ふたば 

・和牛処 鈴や 

・オート・サイクル 赤岩 

・のぶこ生花 

・戸田時計店 

・有限会社 三和工芸 

 

中京区 



  「OK（O:おやじの／K:子育てに理解がある）企業」一覧 
 

 

 

※企業名及び行政区は登録時の情報をもとに作成しています。 

※順不同に記載しています。 

 
 

※京都「おやじの会」連絡会では，父親の子育て参加に理解のある企

業を OK 企業として認定し，その取組を奨励しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

・ISHIDA 

・有限会社 加茂戸商会 竹鼻店 

・Hair&Make a la mode 

・有限会社 関西プロデュースセンター 

・ジクヤ電化小野店 

・京都信用金庫  山科支店 

・京都信用金庫  北山科支店 

・京都信用金庫  西山科支店 

・株式会社 燈影設計工務 

・京阪防火設備株式会社 

・九良右ェ門  

・NPO 法人 山科醍醐こどものひろば 

・有限会社  すえたか工務店 

・有限会社  窪田電機商会 

・株式会社 日農 

・柳生亭 

・たんと山科 

・野口商会 

・極楽寺 

・株式会社 三木屋 

・森本酒店 

・中臣保育園 

・大石神社 

・山科神社 

・新成ビル有限会社 

・株式会社 金箔押 山村 

・やましなコーヒープラザマリ亞ンヌ 

・ホワイトピア 小林 

・株式会社 山科書店 

 

下京区 

・株式会社 アズライフ 

・株式会社 池善化粧品店 

・株式会社 ウエダ本社 

・岸本利夫商店 

・きもの悉皆 有限会社山もと 

・京菓子司 柑泉堂 

・京都信用金庫 

・株式会社ＫＳＣ 

 

・学校法人 京都中央学院 京都中央工科専門学校  

・京都中央信用金庫 

・ALFRED CONSULTING 株式会社 

・株式会社 シンコー住研 

・有限会社 第一印房 

・田中種株式会社 

・株式会社 でんきの大京チェーン本店 

・株式会社 ハイパーテック 

・樋口酒食料品店 

・株式会社 福永念珠舗 

・株式会社 丸漬 

・横山工務店 

・若宮整体院 

・株式会社 京正商店 

・有限会社 エム・イー・エフ 

・株式会社 ユーズ 

・株式会社 コスモメンテナンス 

・八集堂印刷社 

・株式会社 大気堂 

・日本まつげ美容 株式会社 

・株式会社 川勝總本家 

・株式会社 岩井商会 

・株式会社 メディエイツ 

・株式会社 野田屋 

・西湖堂印刷 株式会社 

・株式会社 八田寝装 

・アサヒビール株式会社 京滋統括支社 

・有限会社 ダイイチプランニング 

・株式会社 サン・クロレラ 

・株式会社 ラクール保険事務所 

・松波印刷 株式会社 

・金田総合法律事務所  

・株式会社 わかさ生活 

・株式会社 知能情報システム 

・株式会社 新星堂 

・吉田宗兵衛商店 

・税理士法人 京都合同会計 

・有限会社 フットクリエイト 

・株式会社 長谷本社 

・株式会社 樽徳商店 

 

・株式会社  ボークス 

・株式会社  塚腰運送 

・小嶋 株式会社 

・特定非営利活動法人 木野環境 

・株式会社 京都パープルサンガ 

・株式会社  JTB 西日本 京都支店 

・OCA JAPAN 株式会社 

・KTC 中央高等学院 京都キャンパス 

・フコク生命 京都支社 

・日本電気 株式会社 京都支社 

・有限会社 七条きねや 

・能勢染工 

・阿部クリーニング 

・株式会社 京都銀行 

・テンアライド株式会社 

・株式会社 電化チェリー 

・財団法人 京都高度技術研究所 

・株式会社 井上文鴻堂 

・有限会社 たき川旅館本館 

・有限責任監査法人トーマツ 京都事務所  

・大岩建設工業株式会社 

・京都信用金庫 西大路支店 

・京都信用金庫 七条支店 

・有限会社 システムクリエイト 

・株式会社 八清 

・株式会社 寺井庄兵衛商店 

・株式会社 吉田治市商店 

・株式会社 松本屋 

・増田自動車販売株式会社 

・本家だるま家 松原店 

・保険のエスコート 

・株式会社 大森紙工所    

・平岡旗製造株式会社  

・松山染工 

・京都きものレンタル４１ 

・船はし屋 

・奥川提灯店 

・京都寺町松原郵便局 

・京都和薬堂 

・松花園 池田茶舗 

 

山科区 



  「OK（O:おやじの／K:子育てに理解がある）企業」一覧 
 

 

 

※企業名及び行政区は登録時の情報をもとに作成しています。 

※順不同に記載しています。 

 
 

※京都「おやじの会」連絡会では，父親の子育て参加に理解のある企

業を OK 企業として認定し，その取組を奨励しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

・株式会社 乾大佛堂 

・有限会社  谷口シャツ 

・京都四条柳馬場郵便局 

・遊部工芸株式会社 

・有限会社  漆器のアソベ 

・京都東洞院仏光寺郵便局 

・株式会社 白心堂 

・田中久 株式会社 

・株式会社 金子台紙店 

・大善院 

・橋本人形店 

・株式会社 渡辺紙店 

・株式会社 京屋 

・青木眼科診療所 

・京都五条東洞院郵便局 

・京都中珠数屋町郵便局 

・京都東本願寺前郵便局 

・外市株式会社 

・株式会社 藤澤萬華堂 

・鹿田喜造漆店 

・LIQUOR SHOP 稲尾文 

・キタサワ・フォート 

・合名会社 久保田美簾堂 

・株式会社 若林佛具製作所 

・田舎亭 

・森田和紙 倭紙の店 

・八田タオル 株式会社 

・京都荷札 阪脇商店 

・株式会社 酒井商会 

・京都西洞院綾小路郵便局 

・有限会社  ふたば 

・岡工務店 

・株式会社 中川善商店 

・佐藤張物店 

・呑道楽 

・色ぬきの森杉 

・株式会社 梅香庵茶舗 

・野崎染工場 

・鉄平 

・笑い屋 

 

・ニシワキ紙工 

・株式会社 ぎぼし 

・医療法人仏光会 小西仏光寺診療所 

・株式会社 末富 

・株式会社 田中長奈良漬店 

・有限会社  松田果実店 

・いぐち 株式会社 

・のらくろ 

・米九米穀店 

・暮らしの店 辻久 

・知真保育園 

・有限会社  ISK 

・久野絞 

・有限会社  中井染工場 

・有限会社  河添繁染工 

・招楽 

・有限会社  花平 

・乙文 

・井政 

・株式会社 木乃婦 

・堺町駐車場 

・花豊造園株式会社 

・堀一商事 株式会社 

・株式会社 京都西川 

・株式会社 高島屋 京都店 

・有限会社  フロンティア 

・有限会社  鈴木ネーム店 

・京都六条郵便局 

・京都柳馬場松原郵便局 

・京都若宮松原郵便局 

・齋藤電機工業社 

・株式会社 大西常商店 

・株式会社 ホテル日航プリンセス京都 

・社会福祉法人カトリック京都司教区カリタス会 島原のぞみデイサービスセンター  

・崇仁デイサービスうるおい 

・梅村酒店 

・株式会社 橋本光巌堂 

・株式会社 シュテルン京都 

・株式会社 大丸松坂屋百貨店 大丸京都店 

・株式会社 中省鋲螺製作所 

 

・株式会社 田中伊雅 

・五明金箔工芸 

・株式会社 ケービデバイス 

・森川清七商店 

・中西米穀店 

・株式会社 京進 

・胎教協会 

・SMBC コンシューマーファイナンス株式会社京都お客様サービスプラザ  

・京都介護医療総研株式会社 

 

南 区 

・株式会社 エックスレイプレシジョン 

・有限会社 エムテック 

・株式会社 大槻シール印刷 

・株式会社 岡村組 

・株式会社 関電 L&A  京都自動車整備工場  

・京都テルサ 

・京滋オート・ドアー株式会社 

・有限会社 三協建設 

・株式会社 ジーエス・ユアサ コーポレーション  

・株式会社 辻電機工業所 

・東幸商店 

・株式会社 美創 

・株式会社 堀場製作所 

・株式会社 堀場テクノサービス 

・株式会社 満喜屋 

・森田美術印刷 

・株式会社 やまとカーボン社 

・株式会社 辻 工務店 

・有限会社 平野工藝  

・エムケイ 株式会社  

・鐘通 株式会社 

・濱風アート 株式会社 

・株式会社 アースカーゴ 

・京都三菱自動車販売 株式会社 

・有限会社 しげしん工業 

・介護タクシーワンダフルケアサービス   

・有限会社 アイエスコンサルティング 

・花ＰＯＴ 

 

下京区 



  「OK（O:おやじの／K:子育てに理解がある）企業」一覧 
 

 

 

※企業名及び行政区は登録時の情報をもとに作成しています。 

※順不同に記載しています。 

 
 

※京都「おやじの会」連絡会では，父親の子育て参加に理解のある企

業を OK 企業として認定し，その取組を奨励しています。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

・株式会社  ハトヤ観光 

・株式会社  堀場エステック 

・得田電気 株式会社 

・たんぽぽエンジニア 

・三彩食品有限会社 

・株式会社 ケイジパック 

・大京食品株式会社 

・池田法務行政書士事務所 

・株式会社 ファーストフーズ 

・株式会社 図司穀粉 

・山田化学工業株式会社 

・株式会社 桶谷製作所 

・京都信用金庫  九条支店 

・京都信用金庫  吉祥院支店 

・有限会社 アイ工房 

・肉のさかい 

・社会福祉法人 十条龍谷会 

・有限会社 京都新聞 洛南販売所 

・石川染工株式会社 

・京都信用金庫  上鳥羽支店 

・株式会社 京都コープサービス 

・京都信用金庫 十条支店 

・株式会社 キャピタル 

・THE L.A.MART FACTORY 

・有限会社  キムラオートレーシング 

・東九条のぞみの園 

・橋本將詞社会保険労務士事務所 

・京都唐橋郵便局 

 

右京区 

・株式会社 京都青倉 

・旭コンクリート工業株式会社 

・有限会社 井澤 

・株式会社 インテリアホソイ 

・株式会社 うさみ 

・岡田吉和税理士事務所 

・関塾京北進学学院 

・木曽造園 

・京料理 萬長 

・菅野屋酒店 

 

・株式会社 鈴木庭園 

・整体と癒しのお店 かわしま 

・株式会社 ダイヤ電機 

・竹村造園資材 

・株式会社 田中友一工務店 

・有限会社 電気の店なかじま  トキワ店  

・ナハタケ自動車有限会社 

・有限会社 みき工房 

・株式会社 山下組 

・株式会社 洛西自動車 

・有限会社 洛楽 

・有限会社 わか葉 

・日本電通株式会社 

・株式会社 京都インシュアランス 

・株式会社 嵐山辧慶 

・SATO OFFICE 

・鮎の宿 つたや 

・株式会社 タザワ電気 

・大登建設 株式会社 

・有限会社 白岩モータース 

・有限会社 洪水製材所 

・あおぞら税理士法人 

・京栄水道 株式会社 

・株式会社 レオタニモト 

・有限会社 森石材店 

・株式会社 花ゆう 

・株式会社 本つづれ勝山 

・木村研一税理士事務所 

・有限会社 沙雅の人形 

・夢ごちや 米のおかべ 

・廣田治木芸 有限会社 

・カフェレストラン アララ 

・有限会社 空海コーポレイション 

・有限会社 石川竹の店 

・株式会社 ヒロヤコンフェクション 

・笹蔵 株式会社 

・株式会社 アラキ工務店 

・株式会社  嵯峨ガスセンター 

・財団法人 きょうと京北ふるさと公社 

・株式会社  志津屋 

 

・ほっかほっか亭 嵯峨小学校店 

・一般財団法人 京都ユースホステル協会 

・太田電気工業 株式会社 

・有限会社 きみや 

・サクラヤクリーニング 

・夢窓幼稚園 

・株式会社 三木盛進堂  

・株式会社 京新産業 

・株式会社 ＲＡＩＳＥ 

・株式会社 加藤造園 

・アネックス嵯峨 

・京都不動産 

・株式会社 シマプリ 

・京都表具協同組合 

・株式会社 ベリープロジェクト 

・西京極商店街 

・和菓子の春月 

・宝田工業株式会社 

・京都信用金庫  御室支店 

・京都信用金庫  梅津支店 

・京都信用金庫  西院支店 

・京都信用金庫  常盤支店 

・株式会社 サンウェーズ 

・京料理 せんしょう 

・株式会社 天龍堂 

・京都信用金庫  嵯峨支店 

・有限会社 プロジェックス 

・谷本食品工業 有限会社 

・有限会社 V・C・サービス 

・エム’ズエステート株式会社 

・株式会社 三京 

・京都信用金庫 西京極支店 

・東洋体機 株式会社 

・NPO 法人 子育ては親育て みのりのもり劇場  

・有限会社  かめだ 

・武田淳歯科医院 

・株式会社 エイジアングリーン 

・京都宇多野郵便局 

・京都嵯峨野郵便局 

 

南 区 



  「OK（O:おやじの／K:子育てに理解がある）企業」一覧 
 

 

 

※企業名及び行政区は登録時の情報をもとに作成しています。 

※順不同に記載しています。 

 
 

※京都「おやじの会」連絡会では，父親の子育て参加に理解のある企

業を OK 企業として認定し，その取組を奨励しています。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

西京区 

・有限会社 京都旅企画 

・創作呉服 基太村 

・竹の子料理株式会社 うお嘉 

・ブラン フェリーク 

・洛西ケーブルビジョン株式会社 

・株式会社 ヨードクリーン 

・株式会社 吉田電業社 

・有限会社 豊嶋設備工業所 

・有限会社 万殿建設 

・オーガニック 株式会社 

・元祖苔乃茶屋 

・プロタッグ・パートナーズ税理士法人 國場事務所 

・株式会社 夢研究所 

・京都 内村屋 

・株式会社 松本工務店 

・株式会社 竹内木材 

・京都上里郵便局 

・社会福祉法人 京都社会事業財団 特別養護老人ホーム

・ファミリーマート 桂駅東口店 

・クリーニング FINE 

・クリーニング 今西 

・株式会社 日野屋 

・株式会社 彩貴 

・株式会社  Be,想空間 

・有限会社 ナカムラガラス 

・アトリエ・オザワ 

・株式会社 小野建設設計 

・株式会社 城戸平左衛門商店 

・株式会社 味の王 

・ツカモト自動車 

・有限会社 シエロ 

・やちミートショップ 

・株式会社 久栄堂 

・有限会社 エス・エー・シー 

・医療法人 シバハラ歯科医院 

・Kerry’S 

・株式会社 京にしん 

・ひばり美容室 

・有限会社 桂書房 

・株式会社 リヴ 

 

・株式会社 ウィーバー 

・京都信用金庫  洛西支店 

・株式会社 ビー・ネクスト 

・京都信用金庫  桂支店 

・新そろばん楽習塾 

・シミズ工務店 

・株式会社 スリーアドバンス 

・京都信用金庫  樫原支店 

・京都信用金庫  物集女支店 

・京都信用金庫 東桂支店 

・サイトウ自工 

・有限会社  鶴屋光信 

・仲井工務店 

・株式会社 髙島屋洛西店 

・株式会社 横綱 

・株式会社 ブレーントラスト 

・山本拓生司法書士事務所 

・茶房 か寿が 

・京都川島郵便局 

・京都桂坂郵便局 

・京都桂郵便局 

・京都大原野西竹の里郵便局 

・京都大枝北福西郵便局 

・京都樫原郵便局 

・京都上桂郵便局 

・京都嵐山郵便局 

・京都大原野灰方郵便局 

 

伏見区 

・西村畳商店 

・日本蚕毛染色株式会社 

・バスコム株式会社 

・株式会社 ヒトミ 

・日野家 

・株式会社 日乃家住宅 

・FlowerLand めい 

・フランス菓子ロアーヌ 

・株式会社 都ハウジング 

・美弥本 

・森川自動車商事 

・株式会社 和光舎 

・関西畳工業 株式会社 

・マイライフ・キダ 

・ロンドフードサービス 株式会社 

・株式会社 ユニチカ京都ファミリーセンター  

・NPO 法人 エンゼルネット 

・京都美術化工 株式会社 

・株式会社 フクケン 

・株式会社 Hirarintei Entertainment 

・有限会社 TH エンジニアリング 

・伏見倉庫 株式会社 

・花のやまもと 

・ムラカミビジネス 株式会社 

・株式会社 辻建材 

・株式会社 五健堂 

・株式会社 五健堂引越サービス 

・株式会社 五健堂食品物流 

・株式会社 PRIDE 

・有限会社 エスアールフードプロデュース 

・寺本和生税理士事務所 

・城コンサル行政書士事務所 

・ライフセキュリティ 

・稲垣木材 株式会社 

・有限会社 一級建築士事務所 ターボ設計  

・ケィ・マック 株式会社 

・佐々木税理士行政書士事務所 

・株式会社 清風工務店 

・向島米穀店 

・インテリアワーク タカハシ  

 



  「OK（O:おやじの／K:子育てに理解がある）企業」一覧 
 

 

 

※企業名及び行政区は登録時の情報をもとに作成しています。 
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※京都「おやじの会」連絡会では，父親の子育て参加に理解のある企

業を OK 企業として認定し，その取組を奨励しています。 
 
 

・あけぼの保育園 

・アプナップ株式会社 

・一級建築事務所 長谷川建築事務所 

・英興株式会社 

・栄春寺 指心庵文化教室 

・有限会社 エフ・ディー・サン 

・株式会社 エルエル 

・「おいしい空間」菜野 

・京扇匠 東和工芸 

・京都醍醐センター株式会社 

・株式会社 サカグチトレーディング 

・三栄運送有限会社 

・シーワイ貿易株式会社 

・株式会社 清和荘 

・有限会社 千両松 

・株式会社 テスパック 

・株式会社 テル 

・納屋町商店街振興組合 

・有限会社 南條 

・京都信用金庫 南桃山支店 

・ISAMI'ｍ株式会社 

・ファウンダーズ 有限会社 

・株式会社 富英堂 

・浅田製瓦工場 

・西日本建物管理株式会社 

・SE KASAHARA 

・井上瓦重 

・京都結納儀式協同組合 

・結納司 石本陽風堂 

・サロン・ド・ジタン  

・株式会社 村井建設 

・北村会計事務所 

・道澄寺 

・そうだい司法書士行政書士事務所 

・京都樋口鉱泉㈱ 

・小山醸造株式会社 

・WIZARD KICKBOXING GYM 

・伏見羽束師鴨川郵便局 

・伏見西浦郵便局 

・京都深草大亀谷郵便局 

 

伏見区 

・Cafe K’s 

・Flip Flop 

・軽費老人ホーム  鳥羽ホーム 

・スター理容 醍醐店 

・株式会社 伏見桃山ホームサービス 

・有限会社 アドテック 

・株式会社 阪口製作所 

・大東寝具工業株式会社 

・黒田材木店 

・こだわりパン アリカ 

・社団法人  京都府自動車整備振興会 

・司法書士 あゆみ法務事務所 

・安心ライフ株式会社 

・全京都個人タクシー共済協同組合 

・株式会社 ジュピター 

・株式会社 山仲工業所 

・株式会社 平和堂 アル・プラザ醍醐 

・株式会社 サングリーン 

・株式会社 エクステリア ワタナベ 

・中山保育園 

・松本商店 

・ライフライク工務店 

・株式会社 京三運輸  

・株式会社 コスモテック 

・株式会社 藤井組 

・株式会社 シンコー 

・ファミリーマート堀池石田店 

・京都信用金庫  六地蔵支店 

・京都信用金庫  桃山支店 

・桜木保育園 

・京都信用金庫  稲荷支店 

・京都信用金庫  伏見支店 

・テニスクラブ サン・グリーン 

・バンブグリーン パーク 

・京都信用金庫 北伏見支店 

・有限会社 きょうと堤企行 

・宗教法人  恵福寺 

・京都醍醐北郵便局 

・はなぶさ保育園 

・はなぶさ児童館 

 

亀岡市 

・社会福祉法人  利生会 

宇治市 

・有限会社 朝日屋クリーニング店 

向日市 

・グリーンハウジング 

八幡市 

・有限会社 コーロク 

久世郡 

・有限会社 丸正企画印刷 

船井郡 

・株式会社 いづつ屋 


