京都高齢者あんしんサポート企業

参画事業所一覧

京都府下
令和3年2月現在

市町村

宇治市

業種

企業名

事業所名

金融

京都銀行

伊勢田支店

宇治市羽拍子町84-14

0774-44-4111

金融

京都銀行

宇治支店

宇治市宇治妙楽160-1

0774-21-3161

金融

京都銀行

大久保支店

宇治市広野町茶屋裏12-5

0774-43-2211

金融

京都銀行

小倉支店

宇治市小倉町神楽田6-3

0774-22-6565

金融

京都銀行

木幡支店

宇治市木幡内畑3番地1

0774-32-7111

金融

京都銀行

三室戸支店

宇治市菟道谷下り42

0774-24-2111

金融

京都銀行

六地蔵支店

宇治市六地蔵奈良町39-22

0774-32-2525

金融

京都中央信用金庫

宇治支店

宇治市宇治宇文字2番地の18

0774-22-2156

金融

京都中央信用金庫

小倉支店

宇治市小倉町西浦90番地

0774-23-1800

金融

京都中央信用金庫

西小倉支店

宇治市小倉町南浦43番地の9

0774-20-1301

金融

京都中央信用金庫

木幡支店

宇治市木幡大瀬戸46番6

0774-33-3741

金融

京都中央信用金庫

黄檗支店

宇治市五ヶ庄芝東48番地の8

0774-32-0123

金融

京都中央信用金庫

三室戸支店（仮店舗）

宇治市五ケ庄福角69番地4

0774-23-6403

金融

京都中央信用金庫

神明支店

宇治市神明宮東10番地の2､10番地の3

0774-24-2433

金融

京都中央信用金庫

大久保支店

宇治市広野町西裏53番地16

0774-44-2525

金融

京都中央信用金庫

六地蔵支店

宇治市六地蔵町並41番地の2

0774-32-2222

金融

京都信用金庫

宇治支店

宇治市宇治壱番10番地の6

0774-23-4700

金融

京都信用金庫

西宇治支店

宇治市小倉町久保106番地

0774-20-3500

金融

京都信用金庫

京信住宅ローンプラザ西宇治

宇治市小倉町久保106番地 京都信用金庫 西宇治支店1階

0120-750-248

農業協同組合 京都やましろ農業協同組合 西宇治支店

宇治市小倉町久保52

0774-21-2138

農業協同組合 京都やましろ農業協同組合 東宇治支店

宇治市五ケ庄西浦41-1

0774-32-2550

農業協同組合 京都やましろ農業協同組合 中宇治支店

宇治市槇島町大町13

0774-22-1241

薬局

新町薬局

宇治市宇治壱番4

0774-21-2360

薬局

宇治駅前フレンド薬局

宇治市宇治戸ノ内4

0774-28-5051

薬局

アサクラ薬局

宇治市大久保町北の山24-1

0774-45-3685

薬局

みのり薬局

宇治市小倉町西畑40-40

0774-28-1221

薬局

松田明聖堂薬局

宇治市木幡西浦55-1

0774-32-8819

薬局

ドクトル薬局

宇治市木幡南山畑37-24

0774-38-1770

薬局

ツバサ薬局

宇治市五ケ庄新開11

0774-38-5566

薬局

木幡ゆう薬局

宇治市木幡西浦34

0774-38-0222

薬局

南端ゆう薬局

宇治市木幡南端48-1

0774-38-2460

薬局

おおくぼゆう薬局

宇治市広野町茶屋裏3

0774-46-3110

薬局

六地蔵ゆう薬局

宇治市六地蔵町並39-15

0774-33-4008

薬局

葵薬局

宇治市五ケ庄日皆田8-15

0774-33-5426

薬局

さくら薬局

京都宇治駅前店

宇治市宇治里尻36-39

0774-25-6207

米・酒販売

池本本家

池本本家

宇治市小倉町久保65

0774-22-0278

団体

（社）まきしまネットワーク／まきしま絆の会

宇治市槇島町10-173番地1

0774-66-1849

団体

NPO法人 まちづくりねっと・うじ

宇治市宇治妙楽48-1

0774-39-7661

接骨院・整骨院 ハタノ接骨院

宇治市大久保町平盛18-9

0774-43-2336

接骨・鍼・灸

森本治療院

宇治市広野町西裏28

0774-44-5922

鍼灸・整体・療術業

ひびき整骨院

宇治市木幡熊小路43-3

0774-31-4007

鍼灸・整体・療術業

ＢＭＢ宇治橋通り整骨院

宇治市宇治妙楽５１－３

0774-28-5620

家電小売

(株)マキノデンキ

宇治市伊勢田町名木2-1-204

0774-43-5941

家電小売

都らいぶアシダ

宇治市大久保町旦椋19-81

0774-43-7580

家電小売

(有)小倉中村電機

宇治市小倉町南浦6-41

0774-23-8877

家電小売

スマイリングニシこはた

宇治市木幡内畑23-6

0774-32-4488

家電小売

エコライフ フジワラ 黄檗店

宇治市五ヶ庄平野8

0774-33-4192

電気工事

ＨＩＮＯエンジニアリング(株)

宇治市木幡御蔵山39-1041

0774-29-5356

電気工事

(有)荒木電機南陵店

宇治市南陵町1丁目1-367

0774-24-0826

歯科医院

三光寺歯科医院

宇治市広野町新成田100の199

0774-44-2288

歯科医院

あだち歯科医院

宇治市琵琶台1丁目5-5

0774-24-2400

医療・医薬品・福祉業

こすぎ歯科医院

宇治市広野町桐生谷3

0774-44-7180

医療・医薬品・福祉業

ながい歯科医院

宇治市大久保町北の山90-30

0774-46-0118

医療・医薬品・福祉業

木村歯科医院

宇治市小倉町春日森５８－１

0774-24-5800

医療

(有)おざわ動物病院

宇治市宇治弐番4

0774-21-4100

動物診療所

林屋動物診療室総合医療センター

宇治市六地蔵奈良町１８－６

0774-33-6002

美容

(株)ヤマダ 本社

宇治市神明宮東4-3

0774-22-4038

美容業

インナーフィールド

宇治市小倉町南堀池95-27

0774-21-3393

美容業

ヘアークリニックサロン ハッピー

宇治市宇治宇文字2-28

0774-22-9892

理容業

久瀬理容院

宇治市木幡御園3-113

0774-31-5713

サービス

エムケイ石油株式会社

best value station 黄檗

宇治市五ヶ庄福角44-8

0774-38-5978

サービス

エムケイ石油株式会社

向島営業所

宇治市槙島町十八41

0774-23-1632

サービス

訪問マッサージ てらさか

宇治市槙島町南落合99-17

0774-23-0433

サービス業

株式会社 うさぎ堂

宇治市小倉町西浦88-86

0774-20-0200

塗装

辻川看板塗装工芸

宇治市宇治妙楽107

0774-22-3615

精密機器

田中精工(株)

宇治市槇島町目川129-1

0774-25-1166

不動産

(株)エクシブ

宇治市六地蔵町並42番地 (町並ビル1階)

0774-38-2666

不動産管理

(株)エクシブ管理センター

宇治市六地蔵町並42番地 (町並ビル1階)

0774-38-2666

不動産業

丸善住宅

宇治市小倉町南浦15

0774-22-2535

小倉

おうばく駅前店

住所

電話

京都高齢者あんしんサポート企業

参画事業所一覧

京都府下
令和3年2月現在

市町村

宇治市

業種

企業名

運送

(株)宇治吉田運送

宇治市木幡東中34-7

0774-31-8291

学習支援

奥西珠算教室

宇治市五ヶ庄三番割10-6

0774-32-0235

米穀店

谷商店

宇治市神明宮東24-3

0774-21-2515

工務店

木田工務店

宇治市宇治里尻49-141

0774-23-1411

流通

(株)平和堂 アル・プラザ宇治東

宇治市莵道平町28-1

0774-31-2550

管工事

アイテム(株)

宇治市五ｹ庄福角69-6

0774-33-7040

管工事

(株)小西商店 水彩工房

西宇治支店

宇治市開町27-7

0774-43-3377

小売

セブン-イレブン

宇治近鉄小倉駅西店

宇治市小倉町西浦76番2

0774-21-7257

小売

セブン-イレブン

宇治京阪木幡駅前店

宇治市木幡内畑34番地9

0774-33-0663

小売

セブン-イレブン

宇治広野町店

宇治市広野町東裏61-5

0774-44-3560

小売

セブン-イレブン

宇治五ヶ庄店

宇治市五ヶ庄福角25-16

0774-31-5586

小売

セブン-イレブン

京都大学宇治おうばくプラザ店

宇治市柏田67-1

0774-33-4201

小売

フレスコ

木幡店

宇治市木幡南端10

0774-31-4881

小売

フレスコ

小倉店

宇治市小倉南堀池8-2

0774-28-3291

小売

フレスコ

宇治店

宇治市小倉町老ノ木38-2

0774-25-0081

小売

ドラッグユタカ槇島店

宇治市槇島町本屋敷12

0774-21-7822

小売り・販売・卸売業

有限会社 宇城彩菓庵ふくとく

宇治市宇治下居29-7

0774-21-5048

運輸業

ヤマト運輸(株)

宇治槙島センター

宇治市槇島町中川原176番地

0570-200-000

運輸業

ヤマト運輸(株)

宇治木幡センター

宇治市五ケ庄福角69

0570-200-000

運輸業

ヤマト運輸(株)

宇治菟道センター

宇治市五ケ庄福角69

0570-200-000

運輸業

ヤマト運輸(株)

宇治広野センター

宇治市伊勢田町砂田148-1

0570-200-000

旅客輸送

エムケイ株式会社

宇治城陽営業所

宇治市広野町西裏82-5

0774-41-2886

旅客輸送

宇治第一交通株式会社

宇治市槇島町大川原30-1

0774-22-2821

自動車整備

ダイワ自動車

宇治市小倉町蓮池130-22

0774-22-1298

住宅設備

タカミ工務店

宇治市五ケ庄折坂57

0774-66-3081

設備業

有限会社 潮見住器

宇治市槇島町十一14番地の19

0774-24-0831

建築業

株式会社 原田工務店

宇治市木幡須留1番地131

0774-32-3126

食品加工

日本ジフィー食品株式会社 宇治工場

宇治市大久保町田原1番地

0774-41-6134

食品製造

(有)ツア・クローネ

宇治市琵琶台1丁目4-2

0774-25-6633

食品製造

(有)ノンアレコムギコ

宇治市伊勢田町名木1丁目1-229

0774-43-8986

接客

A-village＆むらかみパソコン教室

宇治市五ヶ庄二番割52-8-1F

0774-32-2905

販売業

(株)シナプス メガネの三城

宇治槇島店

宇治市槇島町一ノ坪33-2

0774-22-2524

販売

ワタミ(株)宅食事業部

京都第２支部宇治営業所

宇治市槇島町一ノ坪9

0120-321-510

製造・販売

株式会社ジーアンドエー

宇治市宇治善法122番地59

0774-21-7080

製造

南京都自動車産業株式会社

宇治市大久保町北ノ山35-1

0774-43-1155

製茶

青山製茶

宇治市宇治市下居136-1

0774-21-4380

製茶

(有)旭園製茶所

宇治市宇治弐番76

0774-22-4113

製菓

株式会社岩井製菓

宇治市莵道丸山203-3

0774-21-4023

製造業

株式会社 野村佃煮

宇治市大久保町田原24番地

0774-43-0123

洋菓子店

サー・デューク

宇治市木幡西中14-7

0774-33-6952

報道

エフエム宇治放送株式会社

宇治市宇治琵琶45-13

0774-24-0888

新聞販売

京都新聞

宇治市開町59-8

0774-43-6828

新聞販売

朝日新聞小倉店(ASA小倉)

宇治市小倉町蓮池172-17

0774-23-5763

新聞販売

朝日新聞サービスアンカーASA宇治西

宇治市大久保町北ノ山104-19

0774-46-1672

新聞販売

朝日新聞サービスアンカー宇治

宇治市JR宇治駅前

0774-21-4611

新聞販売

朝日新聞ASA宇治黄檗

宇治市五ケ庄平野8-1

0774-39-8440

新聞販売

京都新聞黄檗販売所

宇治市五ケ庄新開11-15

0774-31-8240

新聞販売

(有)京都新聞小倉東販売所

宇治市宇治半白8-88

0774-23-7677

配置薬事業

布亀株式会社

家庭生活応援事業部

宇治市伊勢田町遊田69-1布亀株式会社デリバリーセンター内

0774-25-5811

医薬品卸

株式会社スズケン

洛南支店

宇治市槇島町落合134番地の1

0774-24-7841

葬祭

公益社 向島宇治ブライトホール

宇治市槙島町本屋敷102-1

0774-20-0042

保険業

(株)山城商会

宇治市六地蔵町並22

0774-31-8071

保険業

アスライフ

宇治市小倉町久保111-1 辻岩ビル新館3階

0774-28-3600

保険業

(有)ホケン

宇治市槇島町南落合76プレシャス参番館3階

0774-28-6325

保険業

T＆N保険サ－ビス株式会社

宇治市大久保町西ノ端1-1

0774-43-3717

保険業

小泉保険企画株式会社

宇治市小倉町天王65-3

0774-22-2654

保険業

第一生命保険株式会社

宇治市広野町西裏78-1

050-3782-4950

社労士

あおぞら事務所

宇治市大久保町旦椋131-1-3-307

0774-45-0493

社労士

京都人事

宇治市大久保町南ノ口42-5

0774-46-9624

行政書士

プラス行政書士事務所

宇治市伊勢田町遊田63番地の41

0774-66-7103

税理士

小泉税理士事務所

宇治市小倉町老ノ木１３－１ 公栄ビル4階

0774-23-0880

税理・会計・確定申告

駒井税務会計事務所

宇治市折居台1丁目4-47

0774-21-5462

司法書士

みらい司法書士事務所

宇治市五ｹ庄一里塚1-56

0774-32-4555

宇治市木幡南山畑33-3 木幡ハウス１階

0774-31-8808

訪問マッサージ キタガワ・マッサージ治療所

事業所名

羽拍子販売所

京都南 営業オフィス

住所

電話

生前整理・ハウスクリーニング

アルムサービス

宇治市莵道荒槇36-4

0774-22-0881

ヨガスタジオ

イルチブレインヨガ宇治スタジオ

宇治市宇治妙楽34 サウスフラットサワキ2F

0774-22-5058

