
｢京都モデル」ワーク・ライフ・バランス認証企業100社一覧（業種別・50音別）

企業名 所在地

建設業

株式会社　アラキ工務店 京都市右京区

大和電設工業 株式会社 京都市南区
株式会社 デザオ建設 京都市山科区
株式会社 ミラノ工務店 京都市中京区
株式会社 ヨネダ 福知山市

製造業
朝日レントゲン工業 株式会社 京都市南区
英興　株式会社　 京都市伏見区
MMCテクニカルサービス 株式会社 京都市右京区
カトーテック 株式会社 京都市南区
かね井染織 株式会社 京都市右京区
株式会社 菊水製作所 京都市中京区
株式会社 京都科学 京都市伏見区
旭光精工 株式会社 京都市南区
コタ 株式会社 久世郡久御山町
株式会社 阪口製作所 京都市伏見区
佐々木化学薬品 株式会社 京都市山科区
資生堂医理化テクノロジー 株式会社 京都市南区
株式会社 島津デバイス製造 京都市中京区
大平印刷 株式会社 京都市下京区
田中精工 株式会社 宇治市
株式会社 千總 京都市中京区
株式会社 寺内製作所 京都市伏見区
中西印刷 株式会社 京都市上京区
中沼アートスクリーン 株式会社 京都市右京区
株式会社 ナベル 京都市南区
日本蚕毛染色 株式会社 京都市伏見区
日本タブレット 株式会社 宇治市
ニューリー 株式会社 久世郡久御山町
Hartley ＆Marks Asiana株式会社 京都市中京区
豊味食品 株式会社 城陽市
株式会社　宮崎化学 京都市南区
株式会社 山岡製作所 城陽市
和多田印刷 株式会社 京都市南区

情報通信業
島津エス・ディー 株式会社 京都市中京区
株式会社 淡交社 京都市北区
日本テレネット株式会社 京都市中京区
株式会社 ユニシス 京都市中京区

運輸業
株式会社 塚腰サービス 京都市下京区
有限会社 塚腰ロジコム 京都市下京区
西川ローズサービス 株式会社 京都市下京区

卸売業、小売業
石黒メディカルシステム 株式会社 京都市伏見区
株式会社 一保堂茶舗 京都市中京区
鐘通 株式会社 京都市南区
株式会社　サン・クロレラ 京都市下京区
株式会社 大黒商会 京都市右京区

不動産、物品賃貸業
株式会社 ハウスドゥ 京都市中京区
株式会社 ハウスドゥ住宅販売 向日市



企業名 所在地
学術研究、専門サービス業

イケダ労務管理事務所 京都市山科区
イリス法律事務所 京都市中京区
京都北山特許法律事務所 京都市中京区
社会保険労務士 小林新治・事務所 京都市北区
株式会社 島津テクノリサーチ 京都市中京区

宿泊業、飲食サービス業
有限会社 湯の花観光ホテル すみや　 亀岡市
株式会社　ホテルプリンセス京都 京都市下京区

教育、学習支援業
株式会社 新学社 京都市山科区
学校法人 大和学園 京都市中京区
株式会社 宝池自動車教習所 京都市左京区
財団法人 日本漢字能力検定協会 京都市下京区
株式会社 ポピー 京都市中京区

医療、福祉
医療法人 愛寿会同仁病院 京都市上京区
社会福祉法人 あけぼの会 宇治市
株式会社 アルファコーポレーション 京都市中京区
医療法人一仁会 京都市左京区
社会福祉法人 宇治福祉園 宇治市
社会福祉法人 えのき会 京都市伏見区
社会福祉法人 京都南山城会 木津川市
株式会社 ケア・サポート 京都市北区
医療法人 弘仁会 大島病院 京都市伏見区
医療法人社団 清水医院 京都市南区
社会福祉法人 春秋福祉会 宇治市
社会福祉法人 松寿苑 綾部市
社会福祉法人 心華会 宇治市
財団法人 真和会 京都大橋総合病院　 京都市伏見区
社会福祉法人　聖ヨゼフ会 京都市北区
医療法人 相馬病院 京都市上京区
社会福祉法人 相楽福祉会 相楽郡精華町
社会福祉法人 長生園 南丹市
社会福祉法人 同胞会 宇治市
社会福祉法人 長岡京市社会福祉協議会 長岡京市
社会福祉法人 長岡京せいしん会 長岡京市
社会福祉法人 はしうど福祉会 京丹後市
社会福祉法人 柊野福祉会 京都市北区
社会福祉法人 富士園 京都市右京区
社会福祉法人 伏見にちりん福祉会 京都市伏見区
特定非営利活動法人　プラッツ 相楽郡精華町
社会福祉法人 芳梅会 木津川市
社会福祉法人 みみづく福祉会 京田辺市
社会福祉法人 向日市社会福祉協議会 向日市
医療法人社団 淀さんせん会 金井病院 京都市
社会福祉法人 洛東園 京都市
社会福祉法人 利生会 亀岡市

サービス業
株式会社 アイシーエル 京都市下京区
NPO法人 エンゼルネット 京都市伏見区
株式会社 オーエスエル 京都市下京区
協栄設備サービス 株式会社 綾部市
京都タワー株式会社 京都市下京区
株式会社 日新システムズ 京都市下京区

その他
公益財団法人 京都市男女共同参画推進協会 京都市中京区
株式会社京都リビング新聞社 京都市中京区
株式会社 島津アドコム 京都市中京区


