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卸・小売 伏見区 アプナップ株式会社 https://www.upnap.co.jp/

卸・小売 左京区 イシダアイテス株式会社 https://www.ishida.co.jp/ww/aites/

製造 南区 伊藤精工株式会社 http://www.itoh-seiko.co.jp/

医療・福祉 山科区 社会福祉法人栄光会 http://eikoukai.kyoto.jp/

サービス・その他 中京区 株式会社エディットプラス http://www.editplus.co.jp/

卸・小売 左京区 株式会社エムジー http://www.mg-shop.co.jp/

サービス・その他 中京区 株式会社エリッツ https://www.elitz.co.jp/corporate/

宿泊 下京区 株式会社桜花爛漫 （町家ホテル京都高瀬川別邸） http://kyoto-takasegawabettei.com/

卸・小売 伊勢田町 株式会社大原総合花き市場 http://www.oharakaki.co.jp/

卸・小売 南区 鐘通株式会社 https://www.kanetuu.co.jp/

卸・小売 下京区 木村実業株式会社 https://www.wakomono-kimurajg.jp/

宿泊 上京区 京都ブライトンホテル https://www.brightonhotels.co.jp/kyoto/index.html

製造 南区 株式会社京富士印刷 http://www.kyofuji.co.jp/

製造 宇治市 協和化成株式会社 http://www.yoursize.jp/

サービス・その他 南区 株式会社きんそく https://kinsoku.net/

製造 南区 株式会社クリーンベンチャー21 http://www.cv21.co.jp/index.php

運輸 下京区 株式会社クルーズ http://www.cruise.co.jp/

建設 西京区 株式会社KEIKAN http://keikan.co.jp/

サービス・その他 右京区 株式会社髙津商会 http://www.kouzu.jp/index.html

製造 伏見区 株式会社サンテック http://suntecweb.com/

建設 伏見区 株式会社しっつ https://www.sitz.co.jp/

卸・小売 下京区 シミズ薬品株式会社 http://www.dacs-shimizu.jp/

製造 久御山町 昭栄特殊染工株式会社 http://www.shoei-tokushu.co.jp/

卸・小売 向日市 株式会社スズキ自販京都 https://www.suzuki.co.jp/dealer/sj-kyoto/

製造 久御山町 株式会社セイワ工業 http://www.seiwa-kogyo.co.jp/

医療・福祉 長岡京市 医療法人社団 千春会 http://www.senshunkai.or.jp/

サービス・その他 下京区 株式会社太鼓センター https://www.taiko-center.co.jp/

製造 伏見区 株式会社大興技研 https://www.daikogiken.com/

卸・小売 中京区 千切屋株式会社 http://www.e-chikiriya.co.jp/

サービス・その他 中京区 株式会社テレアースジャパン http://www.tele-earth.com/

製造 中京区 有限会社東洋精機製作所 https://www.toyo-mech.com/

製造 宇治市 株式会社野村佃煮 http://www.nomuratsukudani.com/

卸・小売 下京区 株式会社ハートフレンド http://www.super-fresco.co.jp/index.html

製造 左京区 株式会社ハトヤ瑞鳳閣 バイカル事業部 http://www.baikal.jp/

卸・小売 下京区 比果産業株式会社 https://www.hika.co.jp/

建設 山科区 株式会社ベストライフ http://bestlife.jp/

製造 右京区 ホッコー株式会社 京都支店 http://www.hokko.com/

宿泊 下京区 株式会社ホテルグランバッハ京都 http://www.ghm.co.jp/

サービス・その他 山科区 一般財団法人本願寺文化興隆財団 http://honganjifoundation.org/

卸・小売 左京区 本家八ッ橋西尾株式会社 https://www.8284.co.jp/

建設 下京区 株式会社マグナムメイドサービス http://magnum-maid.com/

製造 中京区 株式会社桝俉 http://www.masugo.co.jp/

宿泊 中京区 株式会社松井旅館本館 http://www.matsui-inn.com/

製造 南区 有限会社瑞穂食品工業 https://www.teigaku.com/

運輸 南区 都タクシー株式会社 http://www.117385.com/

製造 久御山町 株式会社メカニック http://www.gr-mechanic.co.jp/

卸・小売 南区 安田株式会社 京都支店 http://www.yasuda-kk.co.jp/index.html

宿泊 伏見区 株式会社宿力 https://yado-riki.com/

製造 右京区 由利ロール株式会社 https://www.yuri-roll.jp/

医療・福祉 東山区 社会福祉法人 洛東園 http://www.wf-rakutouen.com/
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運輸 左京区 アオイ自動車株式会社 http://www.aoi-group.com

製造 宇治市 アテック京都株式会社 https://www.ateckyoto.com/

宿泊 南区 エイ・エイ・ピーシージャパン株式会社 https://ibis.accorhotels.com

卸・小売 久御山町 株式会社エージェンシーアシスト https://www.agency-assist.co.jp/

製造 伏見区 株式会社ATC http://www.atc-web.com/

医療・福祉 下京区 株式会社エクセレントケアシステム https://www.excare.co.jp/

卸・小売 南区 エムケイ石油株式会社 https://www.mk-group.co.jp/oil/

卸・小売 下京区 株式会社ゑり善 http://www.erizen.co.jp/

建設・建築 八幡市 株式会社尾形電気工事 https://www.ogatadenki.co.jp/

製造 宇治田原町 小野工業株式会社 https://onokogyo.com

サービス 北区 株式会社カーニバル http://www.carnival.ne.jp/

製造 伏見区 川十株式会社 www.kawajyu.jp

卸・小売 宇治市 京印京都南部青果株式会社 http://www.kyojirushi.co.jp/

建設・建築 右京区 有限会社京テク https://rkyotec.com

製造 久御山町 京都EIC株式会社 http://kyotoeic.jp/

医療・福祉 右京区 公益社団法人京都市身体障害児者父母の会連合会 http://kyoto-fubo.or.jp/

宿泊 南区 株式会社京都プラザホテルズ https://kyoto-plazahotels.com/

製造 伏見区 株式会社京南エレクス http://www.kyohnan-elecs.co.jp

製造 宇治田原町 共和工業株式会社 http://kyowaind.co.jp/

製造 南区 旭光精工株式会社　（キョッコウセイコウ） http://www.kyokko-seiko.co.jp/

製造 南区 株式会社ジェイ・サイエンス・ラボ http://j-sl.com/

製造 伏見区 株式会社シンエイ http://www.shin-naka-ei.com/index.html

製造 下京区 洲崎鋳工株式会社 http://www.suzaki.co.jp

製造 北区 株式会社大東技研 http://www.daito-engineers.co.jp/

医療・福祉 城陽市 武田病院グループ http://www.takedahp.or.jp/

製造 南区 株式会社辻製作所 http://tsujiss.net

製造 精華町 株式会社テクノーブル http://www.technoble.co.jp/

宿泊 北区 株式会社東急リゾートサービス http://www.resortservice.co.jp/

製造 山科区 トクデン株式会社 https://www.tokuden.com/

製造 南区 トスレック株式会社 http://www.tosslec.co.jp/

製造 南区 株式会社長濱製作所 http://www.nagahama-f.com/

製造 宇治市 株式会社名高精工所 http://www.nadaka.jp/

製造 南区 西垣金属工業株式会社 https://www.nishigaki-248.com/

製造 左京区 日本電気化学株式会社 https://www.ndkgk.com/

卸・小売 宇治市 樋口鉱泉株式会社 http://higuchikousen.co.jp

製造 宇治市 HILLTOP株式会社 http://hilltop21.co.jp/

製造 城陽市 株式会社藤清 http://www.kyoto-fujisei.co.jp/

卸・小売 中京区 松田金属工業株式会社 http://mtzd-hp.jp/

建設・建築 山科区 有限会社丸重屋 http://www.marushigeya.com/

製造 伏見区 ミヤコテック株式会社 http://www.miyakotec.co.jp/

製造 下京区 株式会社ユニテツク　京都事業所 http://www.unitec-co.co.jp/

医療・福祉 宮津市 社会福祉法人よつば会 http://www.yotsuba-lcn.or.jp/

建設・建築 山科区 株式会社ロイヤル住建 https://royal-juken.jp/
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