
６０３-８５８８ (株) 淡交社,京都府,京都市北区,紫野宮西町,１９－１（堀川通鞍馬口上ル）

６０３-８５５５ 京都産業大学,京都府,京都市北区,上賀茂本山,

６０３-８５１１ 京都市北区役所,京都府,京都市北区,紫野東御所田町, 1-３３

６０３-８５２２ 日本年金機構 上京年金事務所,京都府,京都市北区,小山西花池町,１－１サンシャインビル３・４階-

６０３-８５７７ 立命館大学,京都府,京都市北区,等持院北町, 1-５６

６０２-８５０１ ＮＨＫ 京都放送局,京都府,京都市上京区,智恵光院通丸太町下る,主税町９６４

６０２-８５８５ (株) ＳＣＲＥＥＮグラフィックアンドプレシジョンソリューションズ,

６０２-８５８５ 京都府,京都市上京区,堀川通寺之内上る４-,天神北町１-の１

６０２-８５８５ (株) ＳＣＲＥＥＮセミコンダクターソリューションズ,京都府,

６０２-８５８５ 京都市上京区,堀川通寺之内上る４-,天神北町１-の１

６０２-８５８５ (株) ＳＣＲＥＥＮビジネスサポートソリューションズ,

６０２-８５８５ 京都府,京都市上京区,堀川通寺之内上る４-,天神北町１-の１

６０２-８５８５ (株) ＳＣＲＥＥＮファインテックソリューションズ,京都府,

６０２-８５８５ 京都市上京区,堀川通寺之内上る４-,天神北町１-の１

６０２-８５８５ (株) ＳＣＲＥＥＮホールディングス,京都府,

６０２-８５８５ 京都市上京区,堀川通寺之内上る４-,天神北町１-の１

６０２-８５８５ (株) ＳＣＲＥＥＮマニファクチャリングサポートソリューションズ,京都府-,京都市上京区,堀川通寺之内上る４-,天

神北町１-の１

６０２-８５２０ (株) 播磨屋本店,京都府,京都市上京区,烏丸通下立売下る,堀松町４１２

６０２-８５５５ 上京 税務署,京都府,京都市上京区,一条通西洞院東入,元真如堂町３５８

６０２-８５１１ 上京区役所,京都府,京都市上京区,今出川通室町西入,堀出シ町２８９

６０２-８５１０ 京都地方検察庁,京都府,京都市上京区,両御霊町,８２-

６０２-８５７０ 京都府庁,京都府,京都市上京区,下立売通新町西入,藪之内町

６０２-８５６６ 京都府立 医科大学,京都府,京都市上京区,河原町通広小路上る,梶井町４６５-

６０２-８６１１ 宮内庁 京都事務所,京都府,京都市上京区,京都御苑,３

６０２-８５８０ 同志社大学・学校法人 同志社法人部,京都府,京都市上京区,今出川通烏丸東入,玄武町６０１

６０２-８５８８ ＫＢＳ京都,京都府,京都市上京区,烏丸通一条下る,龍前町６００－１

６０１-１１９２ (株) 川島織物セルコン 市原事業所,京都府,京都市左京区,静市市原町,２６５

６０６-８５３６ (財） 京都市国際交流協会,京都府,京都市左京区,粟田口鳥居町,２－１

６０６-８５８５ 京都工芸繊維大学,京都府,京都市左京区,松ケ崎橋上町,

６０６-８５１１ 京都市左京区役所,京都府,京都市左京区,松ケ崎堂ノ上町,７-の２

６０６-８５８８ 京都精華大学,京都府,京都市左京区,岩倉木野町,１３７

６０６-８５０５ 京都宝ヶ池プリンスホテル,京都府,京都市左京区,岩倉幡枝町,１０９２－２

６０６-８５０７ 京都大学医学部附属病院,京都府,京都市左京区,聖護院川原町,

６０６-８５０７ 京都大学医学部、胸部疾患研究所,京都府,京都市左京区,聖護院川原町,

６０６-８５０７ 京都大学医学部附属病院ウイルス研究所,京都府,京都市左京区,聖護院川原町,

６０６-８５０７ 京都大学医学部附属病院生体医療工学研究センター,京都府,京都市左京区,聖護院川原町,

６０６-８５０７ 京都大学医学部附属病院、遺伝子実験施設,京都府,京都市左京区,聖護院川原町,

６０６-８５０７ 京都大学医学部附属病院、医療技術短期大学部,京都府,京都市左京区,聖護院川原町,

６０６-８５０７ 京都大学医学部附属病院医療技術短期大学部,京都府,京都市左京区,聖護院川原町,

６０６-８５０２ 京都大学農学部,京都府,京都市左京区,北白川追分町,

６０６-８５０２ 京都大学農学部附属演習林,京都府,京都市左京区,北白川追分町,

６０６-８５０２ 京都大学農学部大学院理学研究科,京都府,京都市左京区,北白川追分町,

６０６-８５０２ 京都大学農学部理学部,京都府,京都市左京区,北白川追分町,

６０６-８５０２ 京都大学大学院理学研究科、数理解析研究所,京都府,京都市左京区,北白川追分町,

６０６-８５０２ 京都大学理学部,京都府,京都市左京区,北白川追分町,

６０６-８５０２ 京都大学基礎物理学研究所,京都府,京都市左京区,北白川追分町,

６０６-８５０２ 京都大学数理解析研究所,京都府,京都市左京区,北白川追分町,

６０６-８５２２ 京都府立大学,京都府,京都市左京区,下鴨半木町,１－５

６０６-８５５５ 左京税務署,京都府,京都市左京区,聖護院円頓美町,１８

６０６-８５５８ 同志社中学校・高等学校,京都府,京都市左京区,岩倉大鷺町,８９

６０６-８５４０ 北斗プリント社,京都府,京都市左京区,下鴨高木町,2-３８

６０６-８５０１ 京都大学,京都府,京都市左京区,吉田本町,

６０６-８７９２ 京都サービスセンター,京都府,京都市左京区,松ケ崎横縄手町,８

６０４-８５８０ 上原成商事 (株),京都府,京都市中京区,御池通烏丸東入,仲保利町１９１

６０４-８５０５ (株) ＯＰＡ 河原町オーパ,京都府,京都市中京区,河原町通４条上ル,

６０４-８５５６ (株) 京都新聞印刷,京都府,京都市中京区,烏丸通夷川北入少将井町,２３９-

６０４-８５６７ (株) 京都新聞ＣＯＭ,京都府,京都市中京区,烏丸通夷川北入少将井町,２３９-

６０４-８５５８ (株) 京都ホテル,京都府,京都市中京区,河原町通二条南入,一之船入町５３７-の４

６０４-８５１１ (株) 島津製作所,京都府,京都市中京区,西ノ京桑原町,１

６０４-８５２０ 学校法人 立命館,京都府,京都市中京区,,西ノ京朱雀町１

６０４-８５０２ 京都国際ホテル,京都府,京都市中京区,堀川通二条城前,二条油小路町２８４

６０４-８５７８ 京都新聞企画事業 (株),京都府,京都市中京区,烏丸通夷川上る,少将井町２３９-

６０４-８５５５ 京都新聞企画事業 (株) (週刊Ｔ＆Ｔ）,

６０４-８５５５ 京都府,京都市中京区,烏丸通夷川上る,少将井町２３９

６０４-８５５０ 京都地方裁判所,京都府,京都市中京区,丸太町,柳馬場東入菊屋町

６０４-８７９８ 京都逓信病院,京都府,京都市中京区,六角通新町西入,西六角町１０９

６０４-８５８５ 社団法人 京都府医師会,京都府,京都市中京区,西ノ京栂尾町,３－１４

６０４-８５０８ 全国健康保険協会 京都支部,京都府,京都市中京区,烏丸通六角下る,七観音町６３４

６０４-８５８８ 中京区役所,京都府,京都市中京区,西堀川通御池下る,西三坊堀川町５２１

６０４-８５０１ 中京税務署,京都府,京都市中京区,西ノ京笠殿町,３８

６０４-８５５１ ＮＩＳＳＨＡ (株),京都府,京都市中京区,壬生花井町,３-

６０４-８５１０ 日本年金機構 中京年金事務所,京都府,京都市中京区,,土手町通竹屋町下ル鉾田町２８７

６０４-８６６６ 日本銀行 京都支店,京都府,京都市中京区,河原町通二条下る,一之船入町５３５

６０４-８５１５ 日本放送協会 京都放送局,京都府,京都市中京区,烏丸通御池下る,虎屋町５７６-

６０４-８５４０ ワタベウェディング (株),京都府,京都市中京区,御池通烏丸東入笹屋町,４３５-

６０４-８５７１ 京都市役所,京都府,京都市中京区,寺町通御池上る,上本能寺前町４８８-

６０４-８５７７ 京都新聞社,京都府,京都市中京区,烏丸通夷川上る,少将井町２３９-

６０４-８５６０ (株) 京都リビング新聞社,京都府,京都市中京区,蛸薬師通高倉西入,泉正寺町３３０

６０５-８５０１ 学校法人 京都女子学園（京都女子大学）,京都府,京都市東山区,今熊野北日吉町,３５

６０５-８５０１ 学校法人 京都女子学園（京都女子短期大学部）,京都府,京都市東山区,今熊野北日吉町,３５

６-０-５８５０１ 学校法人 京都女子学園（京都女子高等学校）,京都府,京都市東山区,今熊野北日吉町,３５

６０５-８５０１ 学校法人 京都女子学園（京都女子中学校）,京都府,京都市東山区,今熊野北日吉町,３５

６０５-８５０１ 学校法人 京都女子学園（京都女子大学附属小学校）,京都府,京都市東山区,今熊野北日吉町,３-５

６０５-８５０１ 学校法人 京都女子学園（京都幼稚園）,京都府,京都市東山区,今熊野北日吉町,３５

６０５-８６８６ 宗教法人 知恩院,京都府,京都市東山区,林下町,４００

６０５-８５１１ 東山区役所,京都府,京都市東山区,清水５-,１３０-の６

６０５-８５０５ 文化庁 地域文化創生本部,京都府,京都市東山区,東大路通松原上る,三-毘沙門町４３－３
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６００-８５２６ (株） ＪＴＢ西日本 団体旅行京都支店,京都府,京都市下京区,綾小路通烏丸西入,童侍者町１６７

６００-８５５８ 医療法人 財団康生会 武田病院,京都府,京都市下京区,塩小路通西洞院東入,東塩小路町８４１

６００-８５３０ オムロン (株） 京都事業所,京都府,京都市下京区,塩小路通堀川東入,南不動堂町８０１

６００-８５４４ Ｃ．Ｃ,京都府,京都市下京区,,高辻通堀川富永町６９２-アスティルビル６Ｆ

６００-８５２０ (株) 高島屋 京都店,京都府,京都市下京区,４条通河原町西入,真町５２-

６００-８５０３ (株) 井筒法衣店,京都府,京都市下京区,西中筋通六条下る,住吉町４２-

６００-８５６６ (株) エフエム京都,京都府,京都市下京区,烏丸通４条下る,水銀屋町６２０-

６００-８５１９ (株) 京都東急ホテル,京都府,京都市下京区,堀川通五条下る,柿本町５８０

６００-８５０２ (株) 京都西川,京都府,京都市下京区,河原町通松原上る,幸竹町３８５-

６００-８５８６ (株) 京都パープルサンガ,京都府,京都市下京区,４条通室町東入,函谷鉾町８７

６００-８５２５ (株) ＪＴＢ 西日本団体旅行 京都支店,京都府,京都市下京区,綾小路通烏丸西入,童侍者町１６

６００-８５５５ (株) ジェイアール西日本伊勢丹,京都府,京都市下京区,烏丸通塩小路下る,東塩小路町６５７

６００-８７１１ (株) ジェイアール西日本伊勢丹,京都府,京都市下京区,烏丸通塩小路下る,東塩小路町６５７

６００-８５１１ (株) 大丸松坂屋百貨店 大丸京都店,京都府,京都市下京区,４条通高倉西入,立売西町７９

６００-８５５０ (株) 日本保証,京都府,京都市下京区,七条御所ノ内中町,5-５０

６００-８５６７ (株) 丸井 京都マルイ,京都府,京都市下京区,４条通河原町東入,真町６８-

６００-８５０６ 関西電力 (株),京都府,京都市下京区,塩小路通烏丸西入,東塩小路町５７９-

６００-８５８１ 京つけもの 西利,京都府,京都市下京区,,堀川七条上る西本願寺前菱屋町１５０－１

６００-８５３３ 京都産業大学 むすびわざ館,京都府,京都市下京区,中堂寺命婦町,１－１０

６００-８５７７ 京都産業大学附属中学校・高等学校,京都府,京都市下京区,中堂寺命婦町,１－１０

６００-８５８８ 京都市下京区役所,京都府,京都市下京区,西洞院通塩小路上る,東塩小路町６０８－８

６００-８５６５ 京都商工会議所,京都府,京都市下京区,４条通室町東入,函谷鉾町７８京都経済センター７階

６００-８７８７ 京都地域センター,京都府,京都市下京区,東塩小路町,８４３－１２（京都中央郵便局内）

６００-８６６５ 京都中央信用金庫,京都府,京都市下京区,４条通室町東入,函谷鉾町９１

６００-８５８５ 公益(財) 日本漢字能力検定協会,京都府,京都市下京区,烏丸通松原下る,五条烏丸町３９８-

６００-８５０５ 真宗大谷派 (東本願寺） 宗務所,京都府,京都市下京区,烏丸通七条上る,常葉町７５４

６００-８５０１ 浄土真宗本願寺派宗務所,京都府,京都市下京区,堀川通花屋町下る,本願寺門前町

６００-８６８８ 宝ホールディングス (株),京都府,京都市下京区,４条通烏丸東入,長刀鉾町２０-

６００-８６８６ タキイ種苗 (株),京都府,京都市下京区,梅小路通猪熊東入,南夷町１８０

６００-８５７０ 東京海上日動火災保険 (株),京都府,京都市下京区,４条通麩屋町西入,立売東町２２

６００-８６５２ (株) 京都銀行,京都府,京都市下京区,烏丸通松原上る,薬師前町７００

６０１-８６０１ イオンモール京都桂川,京都府,京都市南区,久世高田町,３７６番１号

６０１-８５４２ ＮＴＴファイナンス (株) 西日本みやこ料金センター,京都府,京都市南区,西九条菅田町,１－１９

６-０-１８５６０ (株) きんでん 京都支店,京都府,京都市南区,西九条西柳ノ内町,８-

６０１-８５３３ (株) 三笑堂,京都府,京都市南区,上鳥羽大物町,６８

６０１-８５２０ (株) ＧＳユアサ,京都府,京都市南区,吉祥院西ノ庄猪之馬場町,１

６０１-８５１０ (株) 堀場製作所,京都府,京都市南区,吉祥院宮ノ東町,２

６０１-８５３０ (株) ワコール,京都府,京都市南区,吉祥院中島町,２９

６０１-８５０６ (株) ワコール 新京都ビル,京都府,京都市南区,西九条北ノ内町,６

６０１-８５１１ 京都市南区役所,京都府,京都市南区,西九条南田町,１－３

６０１-８５５９ 西日本電信電話 (株) 京都支店 京都１１６センタ みやこＩＰコールセンタ,

６０１-８５５９ 京都府,京都市南区,西九条菅田町,１－１９

６０１-８５５０ 日本新薬 (株),京都府,京都市南区,吉祥院西ノ庄門口町,１４

６０１-８５０１ 任天堂 (株),京都府,京都市南区,上鳥羽鉾立町,１１－１

６０１-８５０２ 任天堂 (株),京都府,京都市南区,東九条南松田町,２番１

６０１-８５８８ 橋爪食品 (株),京都府,京都市南区,吉祥院嶋野間詰町,１８-

６０１-０２９２ 京都市 京北合同庁舎,京都府,京都市右京区,京北周山町上寺田,１－１

６１５-８５５８ (株) 京都外大パートナーズ,京都府,京都市右京区,西院笠目町,６

６１５-８５０１ (株) たけびし,京都府,京都市右京区,西京極豆田町,２９

６１５-８５７７ 学校法人 京都学園,京都府,京都市右京区,山ノ内五反田町,１８-

６１５-８５５８ 京都外国語大学,京都府,京都市右京区,西院笠目町,６

６１５-８５１１ 京都西社会保険事務所,京都府,京都市右京区,西京極南大入町,８１

６１５-８５５５ サンコール (株),京都府,京都市右京区,梅津西浦町,１４

６１５-８６８６ 日新電機 (株),京都府,京都市右京区,梅津高畝町,４７

６１５-８６６６ 明成化学工業 (株),京都府,京都市右京区,西京極中沢町,１

６１５-８５８５ ローム (株),京都府,京都市右京区,西院溝崎町,２１

６１６-８５１１ 京都市右京区役所,京都府,京都市右京区,太秦下刑部町,１２

６１６-８６６６ 京都市証明郵送センター,京都府,京都市右京区,太秦下刑部町,１２-

６１６-８５３３ 大日本印刷 (株) 京都工場,京都府,京都市右京区,太秦上刑部町,１０

６１６-８５８６ 東映太秦映画村,京都府,京都市右京区,太秦東蜂岡町,１０

６１６-８５５５ 日本クリニック (株),京都府,京都市右京区,太秦開日町,１０－１

６１６-８５８５ ハマナカ (株),京都府,京都市右京区,花園薮ノ下町,２－３

６１６-８５６６ 美空ひばり館,京都府,京都市右京区,嵯峨天龍寺芒ノ馬場町,３－２５

６１６-８５０１ 三菱自動車工業 (株) パワートレイン製作所,京都府,京都市右京区,太秦巽町,１

６０１-１４９５ 医療法人 医仁会 武田総合病院,京都府,京都市伏見区,石田森南町,１－２８

６０１-１３９７ 京都市伏見区役所 醍醐支所,京都府,京都市伏見区,醍醐大構町,２８

６１２-８５８５ (株) 京都自動車会館,京都府,京都市伏見区,竹田向代町,5-５１

６１２-８５５０ (株) 近鉄百貨店 桃山店,京都府,京都市伏見区,桃山町山ノ下,３２-

６１２-８５３３ (株) モリタ製作所,京都府,京都市伏見区,東浜南町,６８０

６１２-８５３０ (株) ワコールウイングブランド事業部,京都府,京都市伏見区,中島北ノ口町,２２

６１２-８５０１ 京セラ (株),京都府,京都市伏見区,竹田鳥羽殿町,６

６１２-８５２２ 京都教育大学,京都府,京都市伏見区,深草藤森町,一�６１２８５１１ 京都市伏見区役所,京都府,京都市伏見区,鷹匠

町,2-３９

６１２-８６７７ 京都府自動車税管理事務所,京都府,京都市伏見区,竹田向代町,7-５１

６１２-８６６０ 月桂冠 (株),京都府,京都市伏見区,南浜町,２４７

６１２-８６０２ 佐川グローバルロジスティクス (株),京都府,京都市伏見区,南寝小屋町,５-

６１２-８５５５ 独立行政法人 国立病院機構 京都医療センター,京都府,京都市伏見区,深草向畑町,１－１

６１２-８５５８ 日本年金機構 京都南年金事務所,京都府,京都市伏見区,竹田七瀬川町,８-の１

６１２-８５１５ 伏見区役所 深草支所,京都府,京都市伏見区,深草向畑町,９３-の１

６１２-８６８６ 村田機械 (株),京都府,京都市伏見区,竹田向代町,１３６

６１２-８５７７ 龍谷大学,京都府,京都市伏見区,深草塚本町,６７

６０７-８５０１ (株) 新学社,京都府,京都市山科区,東野中井ノ上町,１１－３９

６０７-８５１１ 京都市 山科区役所,京都府,京都市山科区,椥辻池尻町,１４-２

６０７-８５７１ 全家研ポピー,京都府,京都市山科区,東野中井ノ上町,１１－１７

６１０-１１９８ 京都市西京区役所 洛西支所,京都府,京都市西京区,,大原野東境谷町２－１－２

６１０-１１９５ 京都経済短期大学 (学校法人 明徳学園）,京都府,京都市西京区,大枝東長町,３－１

６１０-１１９７ 京都市立芸術大学,京都府,京都市西京区,大枝沓掛町,６－１３

６１０-１１９２ 国際日本文化研究センター,京都府,京都市西京区,御陵大枝山,３－２



６１５-８５２２ 京都市西京区役所,京都府,京都市西京区,上桂森下町,１－２５

６１５-８５２０ 京都大学 国際融合創造センター,京都府,京都市西京区,京都大学桂,２

６１５-８５１０ 京都大学 大学院 工学研究科 Ａクラスター,京都府,京都市西京区,京都大学桂,１

６１５-８５４０ 京都大学大学院 工学研究科Ｃクラスター,京都府,京都市西京区,京都大学桂,４

６１５-８５３０ 京都大学大学院 工学研究科Ｂクラスター,京都府,京都市西京区,京都大学桂,３

６２０-８５０５ 市立福知山市民病院,京都府,福知山市,厚中町,２３１

６２０-８５０３ (株) さとう,京都府,福知山市,字上紺屋,１５

６２０-８５０７ (株) 雪印アクセス 北近畿支店,京都府,福知山市,土師宮町,２-１６２

６２０-８５０６ 京都ルネス病院,京都府,福知山市,末広町,１-３８

６２０-８５０４ ＪＲ西日本 福知山支社,京都府,福知山市,字天田,１１８－１

６２０-８５０１ 福知山市役所,京都府,福知山市,字内記,１－１３

６２０-８５０８ 有限会社 えいと,京都府,福知山市,多保市,１３２－４９

６２０-８５０２ 陸上自衛隊,京都府,福知山市,字天田,無�６２０１４９３ 京都機械 (株),京都府,福知山市,三和町芦渕,綿ノ谷２－１

４

６２０-１４９２ 福知山市役所 三和支所,京都府,福知山市,三和町千束,５１５-

６２４-８６８６ 第八管区海上保安本部,京都府,舞鶴市,字下福井,９０１

６２４-８５５５ 日本年金機構 舞鶴年金事務所,京都府,舞鶴市,字南田辺,8-５０

６２５-８５１０ 海上自衛隊 舞鶴地方総監部,京都府,舞鶴市,字余部下,１１９０

６２５-８５０３ 海上保安学校,京都府,舞鶴市,字長浜,２００１-

６２５-８５０２ 独立行政法人 国立病院機構 舞鶴医療センター,京都府,舞鶴市,字行永,２４１０

６２５-８６６６ 日本板硝子 (株) 舞鶴工場,京都府,舞鶴市,字大波下,浜田２５５

６２５-８５０１ 日立造船 (株) 舞鶴工場,京都府,舞鶴市,字余部下,１１８０

６２５-８５８５ 舞鶴共済病院,京都府,舞鶴市,字浜,１０３５

６２５-８５１１ 舞鶴工業高等専門学校,京都府,舞鶴市,字白屋,２３４

６２５-８５５５ 舞鶴市役所,京都府,舞鶴市,字北吸,１０４４

６２３-８５０１ 綾部市役所,京都府,綾部市,若竹町,８-の１

６２３-８５８８ 京セラＳＬＣコンポーネンツ (株),京都府,綾部市,味方町,１-

６１１-８５０１ 宇治市役所,京都府,宇治市,宇治,琵琶３３

６１１-８６６０ 京都中央信用金庫 宇治支店,京都府,宇治市,宇治,宇文字２－１８

６１１-８５８５ 松下電子部品 (株) コンデンサ事業部,京都府,宇治市,木幡,西中２５

６１１-８５５５ ユニチカ (株) 宇治事業所,京都府,宇治市,宇治,戸ノ内５-

６２６-８５７１ 宮津 税務署,京都府,宮津市,字鶴賀,２０７０－１４

６２６-８５０１ 宮津市役所,京都府,宮津市,字柳縄手,３４５－１

６２６-８５１０ 宮津ロイヤルホテル,京都府,宮津市,字田井,小字岩本５８

６２１-８５０１ 亀岡市役所,京都府,亀岡市,安町,野々神８

６２１-８５８５ 亀岡市立病院,京都府,亀岡市,篠町篠,野田１－１

６２１-８５５５ 京都学園大学,京都府,亀岡市,曽我部町南条,大谷１－１

６２１-８６８６ 宗教法人 大本,京都府,亀岡市,荒塚町,内丸１

６１０-０１９５ 城陽市役所,京都府,城陽市,寺田,東ノ口１６-・１７-

６１０-０１９６ 城陽商工会議所,京都府,城陽市,富野,久保田１-の１

６１０-０１９２ 星和電機 (株),京都府,城陽市,寺田,新池３６

６１７-８５５１ エイエムジー (株),京都府,向日市,鶏冠井町,十相３３－１１

６１７-８５８８ 佐川印刷 (株),京都府,向日市,森本町,戌亥５-の３

６１７-８６６５ 向日市役所,京都府,向日市,寺戸町,中野２０

６１７-８７７２ 向日市役所 東向日別館,京都府,向日市,寺戸町,小佃５-の１

６１７-８５１１ (株） 工進,京都府,長岡京市,神足,上八ノ坪１２

６１７-８５５５ (株) 村田製作所,京都府,長岡京市,東神足,１-１０番１号

６１７-８５６６ (株) 村田製作所 長岡事業所,京都府,長岡京市,天神,２-２６番１０号

６１７-８５３０ サントリー (株) 桂ビール工場,京都府,長岡京市,調子,３-１－１

６１７-８５０１ 長岡京市役所,京都府,長岡京市,開田,１-１番１号

６１７-８５８５ 日本輸送機 (株),京都府,長岡京市,東神足,２-１番１号

６１７-８５２０ パナソニックセミコンダクターソリューションズ (株),京都府,長岡京市,神足,焼町１-

６１７-８６６６ 三菱製紙 (株) 京都工場,京都府,長岡京市,開田,１-６番６号

６１７-８５５０ 三菱電機 (株) ＡＶ統括事業部,京都府,長岡京市,馬場,図所１-

６１７-８５７７ 立命館中学校・高等学校,京都府,長岡京市,調子,１-１番１号

６１４-８５８８ 石清水八幡宮,京都府,八幡市,八幡高坊,３０

６１４-８５１１ 城南衛生管理組合,京都府,八幡市,八幡沢,１

６１４-８５０１ 八幡市役所,京都府,八幡市,八幡園内,７５

６１０-０３９７ アマゾン京田辺ＦＣ,京都府,京田辺市,松井宮田,１

６１０-０３８０ (株) 椿本チエイン 京田辺工場,京都府,京田辺市,甘南備台,１-１番３号

６１０-０３９３ 京田辺市役所,京都府,京田辺市,田辺,８０

６１０-０３９５ 同志社女子大学,京都府,京田辺市,興戸南鉾立, 1-９７

６１０-０３９４ 同志社大学,京都府,京田辺市,多々羅都谷,１－３

６２７-８５６７ 京丹後市役所,京都府,京丹後市,峰山町杉谷,８８９

６２７-８５７０ 京都府 丹後広域振興局,京都府,京丹後市,峰山町丹波,８５５

６２７-８６８８ 京都府立 峰山高等学校,京都府,京丹後市,峰山町古殿,１１８５

６２７-８５５５ (財) 丹後中央病院,京都府,京丹後市,峰山町杉谷,１５８－１

６０１-０７９７ 南丹市役所美山支所,京都府,南丹市,美山町島,島台５１-

６２２-８６５１ 南丹市役所,京都府,南丹市,園部町小桜町,４７-

６２９-０１９７ 京都中部総合医療センター,京都府,南丹市,八木町八木,上野２５-

６２９-０１９６ 公立 南丹看護専門学校,京都府,南丹市,八木町南広瀬,上野３－１

６２９-０１９２ 泰宏商事,京都府,南丹市,八木町氷所,河原１６

６２９-０１９８ 南丹市役所 八木支所,京都府,南丹市,八木町八木,東久保２９-１

６２９-０３９８ 南丹市役所 日吉支所,京都府,南丹市,日吉町保野田,市野３-１

６２９-０３９２ 明治国際医療大学,京都府,南丹市,日吉町保野田,ヒノ谷６-１

６１９-０２８３ オムロン (株) 京阪奈イノベーションセンタ,京都府,木津川市,木津川台,９-１番

６１９-０２９５ (株) 福寿園,京都府,木津川市,山城町上狛,東作り道１１－１

６１９-０２８６ 木津川市役所,京都府,木津川市,木津,南垣外１１０－９

６１９-０２８０ 木津川市役所 山城支所,京都府,木津川市,山城町上狛,北的場３-の１

６１９-０２９２ (財) 地球環境産業技術研究機構,京都府,木津川市,木津川台,９-２-

６１９-１１９５ 木津川市役所 加茂支所,京都府,木津川市,加茂町里,南古田１５６

６１８-８５０１ 大山崎町役場,京都府,乙訓郡大山崎町,字円明寺,小字夏目３

６１８-８５６７ (株) 東亜セイコー,京都府,乙訓郡大山崎町,字下植野,小字二階下１３

６１８-８５１１ 日立建機 (株) 西日本事業部,京都府,乙訓郡大山崎町,字大山崎,小字岸畑２２

６１８-８５２５ 日立マクセル (株) アドバンスドテープ事業部・二次電池事業部,

６１８-８５２５ 京都府,乙訓郡大山崎町,字大山崎,小字小泉２

６１８-８５５８ マクセル精器 (株),京都府,乙訓郡大山崎町,字大山崎,小字鏡田４５－１０１

６１３-８５８５ 久御山町役場,京都府,久世郡久御山町,大字田井,小字浜代１－２



６１０-０３９６ ワタキューセイモア (株),京都府,綴喜郡井手町,大字多賀,小字茶臼塚１２－２

６１０-０２８９ 宇治田原町役場,京都府,綴喜郡宇治田原町,大字立川,小字坂口１８-の１

６１０-０２８１ (株) 宇治田原製茶場,京都府,綴喜郡宇治田原町,大字郷之口,小字紫坊４－１

６１０-０２８７ 須河車体 (株),京都府,綴喜郡宇治田原町,大字郷之口,小字馬廻り１

６１９-１３９３ 笠置町役場,京都府,相楽郡笠置町,大字笠置,小字西通９０-の１

６１９-１２９５ 和束町役場,京都府,相楽郡和束町,大字釜塚,小字生水１４－２

６１９-０２８８ (株） 国際電気通信基礎技術研究所,京都府,相楽郡精華町,光台,２-２－２

６１９-０２９４ 関西文化学術研究都市（京都府精華・西木津地区）けいはんなオープンイノベーションセンター

６-１-９０２９４ （ＫＩＣＫ）,京都府,相楽郡精華町,精華台,７-５-の１

６１９-０２８７ 国立国会図書館 関西館,京都府,相楽郡精華町,精華台,８-１－３

６１９-０２８４ サントリーワールドリサーチセンター,京都府,相楽郡精華町,精華台,８-１－１

６１９-０２８５ 精華町役場,京都府,相楽郡精華町,大字南稲八妻,小字北尻７０-

６１９-０２８９ 独立行政法人 情報通信研究機構,京都府,相楽郡精華町,光台,３-５

６１９-０２８２ 私のしごと館,京都府,相楽郡精華町,精華台,７-５番１号

６２２-０２９２ 京丹波町役場,京都府,船井郡京丹波町,蒲生,八ツ谷６２－６

６２９-１１９２ 京丹波町 和知支所,京都府,船井郡京丹波町,本庄,ウエ１６

６２６-０４９３ 伊根町役場,京都府,与謝郡伊根町,字日出,６５１

６２９-２２９２ 与謝野町役場,京都府,与謝郡与謝野町,字岩滝,１７９８-１

６２９-２４９８ 与謝野町 加悦庁舎,京都府,与謝郡与謝野町,字加悦,４３３-




