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2年12月現在

市町村

業種

企業名

事業所名

金融

京都銀行

松井山手支店

京田辺市山手南2-2-1

0774-64-3212

金融

京都銀行

三山木支店

京田辺市三山木初メ3-1

0774-65-3411

金融

京都銀行

田辺支店

京田辺市田辺中央3丁目7番地1

0774-62-3232

金融

京都銀行

大住支店

京田辺市大住ヶ丘4-2-8

0774-63-0101

金融

京都中央信用金庫

田辺支店

京田辺市興戸東垣内10番地の1

0774-63-5171

金融

京都中央信用金庫

田辺駅前支店

京田辺市田辺中央6丁目7番地6

0774-62-0800

金融

京都中央信用金庫

松井山手支店

京田辺市山手中央1番地4

0774-62-6100

金融

京都信用金庫

田辺支店

京田辺市河原食田10番地の63

0774-63-2111

金融

京都信用金庫

三山木支店

京田辺市三山木田中28番地1

0774-63-2122

金融

京都信用金庫

松井山手支店

京田辺市山手中央1-8

0774-63-3511

農業協同組合 京都やましろ農業協同組合 本店 総合企画部

京田辺市田辺鳥本1-2

0774-62-1200

農業協同組合 京都やましろ農業協同組合 本店 信用部

京田辺市田辺鳥本1-2

0774-62-9355

農業協同組合 京都やましろ農業協同組合 本店 共済部

京田辺市田辺鳥本1-2

0774-62-9388

農業協同組合 京都やましろ農業協同組合 本店 営農部

京田辺市田辺鳥本1-2

0774-62-5890

農業協同組合 京都やましろ農業協同組合 京田辺支店

京田辺市田辺鳥本1-2

0774-62-1177

農業協同組合 京都やましろ農業協同組合 本店 介護サービスセンター

京田辺市草内宮ノ後38-1

0774-64-7855

農業協同組合 京都やましろ農業協同組合 北部営農経済センター

京田辺市大住中島1-1

0774-64-7200

薬局

京寿薬局

興戸店

京田辺市興戸北落延42-1

0774-46-9555

薬局

京寿薬局

本店

京田辺市田辺中央6-3-2

0774-64-2545

薬局

たなべゆう薬局

京田辺市河原神谷8-19

0774-68-1601

薬局

ツバサ薬局

京田辺店

京田辺市薪水取54-5

0774-64-8880

薬局

ツバサ薬局

新田辺駅前店

京田辺市河原受田45 プランドール京田辺1C号

0774-68-1326

薬局

きはら薬局

京田辺市三山木中央1丁目5-2

0774-62-0227

薬局

京寿薬局

京田辺市三山木高飛35-1

0774-68-6677

薬局

つつじ薬局

京田辺市興戸東垣内82-2

0774-64-3133

薬局

株式会社 エム・ロード

京田辺市興戸東垣内82-2

0774-64-3133

家電小売

(株)ツボイ電器花住坂店

京田辺市花住坂1丁目30-7

0774-63-1630

家電小売

セイビデンキ花住坂店

京田辺市花住坂2丁目20-1

0774-62-7284

家電販売

(株)システムクリエイト

京田辺市三山木野神104

0774-65-5319

京田辺市草内上り立45

0774-62-0176

三山木店

車販売・修理 上村自動車

住所

電話

車販売・修理・保険

さがオート

京田辺市東古森10-3

0774-63-0146

団体

キララ商店街事業協同組合 「キララの駅」

京田辺市河原食田10-70

0774-63-5267

団体

京田辺市商工会

京田辺市田辺中央4-3-3

0774-62-0093

花販売

ストロベリーフィールズ

京田辺市興戸犬伏17-8 アデストビル108

0774-65-1178

(株)田辺包装

京田辺市興戸町田10-1

0774-62-2340

建設部品

(有)橋本ガラス建材

京田辺市田辺道場11

0774-62-1199

歯科医院

三宅歯科医院

京田辺市田辺中央４丁目3-7

0774-65-3435

歯科医院

岡崎歯科医院

京田辺市河原平田8-18

0774-62-4525

歯科医院

織田歯科医院

京田辺市田辺中央6-3-1 近鉄新田辺西ビル3F

0774-65-1188

歯科医院

河村歯科医院

京田辺市松井ケ丘1-11-2

0774-62-8020

歯科医院

古市歯科医院

京田辺市山手南2-1-3 ハチセンビル3号館21号

0774-65-5725

歯科医院

立本歯科医院

京田辺市花住坂1丁目23-10

0774-65-3987

歯科医院

せきにし歯科医院

京田辺市興戸和井田1-4

0774-63-5151

医療・医薬品・福祉業

吉田歯科医院

京田辺市山手南2丁目2-3-201

0774-63-6353

サービス

夢職人

京田辺市田辺中央5丁目2-1 アルプラザ京田辺店1階

0774-68-2560

あん摩・鍼灸 やわらぎ治療院

京田辺市打田上西浦7

090-9614-0123

接骨院・整骨院 中岡接骨院

京田辺市河原食田10-19 大東田辺ビル101

0774-63-4514

接骨院・整骨院 ふくろう整骨院

京田辺市三山木見尊田6-1 アメニティコート101

0774-51-6373

鍼灸

施術所ひびき庵

京田辺市田辺中央1丁目5-4

0774-64-2723

宗教法人

宗教法人 天地の大神大親教会

京田辺市三山木中央8丁目8-11

0774-62-0703

不動産業

グッドライフパートナーズ(株) 京都支店

京田辺市薪小欠30-2

0774-65-9711

小売

セブン-イレブン

京田辺河原店

京田辺市河原北口21-1

0774-63-2377

運輸業

ヤマト運輸(株)

京田辺大住センター

京田辺市興戸犬伏33-1

0570-200-000

運輸業

ヤマト運輸(株)

京田辺センター

京田辺市興戸犬伏33-1

0570-200-000

運輸業

ヤマト運輸(株)

京田辺中央センター

京田辺市興戸犬伏33-1

0570-200-000

販売

ワタミ(株)宅食事業部

京都第２支部京田辺営業所

京田辺市興戸町田48

0120-321-510

水道・ガス

株式会社村雲商店

京田辺市普賢寺上大門40

0774-62-4374

介護用品販売業 株式会社愛安住

京田辺市田辺蕪木22-17

0774-68-1815

ガス

株式会社田辺ガス

京田辺市興戸塚ノ本18-1

0774-62-4141

住宅設備業

有限会社泉伸工業

京田辺市田辺15

0774-62-0248

保険

株式会社京都あんしん保険

京田辺市大住杉ノ森10-6

0774-63-0351

保険業

(株)宏保険事務所

京田辺市大住丸山39-5

0774-64-2777

飲食

帆影

京田辺市興戸犬伏24-4

0774-62-1823

ギフト販売

伊藤屋株式会社

京田辺市河原食田10-70

0774-62-1108

パン販売

パン・メゾン ワイズ

京田辺市薪茶屋前23-6

0774-63-4690

美容室

株式会社ユーサイド・フミ

京田辺市河原受田44-1

0774-62-3138

理容業

アーデントバルベーロ

京田辺市河原食田４－１２

0774-62-0732

警備業

京都パトロール警備保障株式会社

京田辺市飯岡権田33

0774-63-2888

住宅管理業

京都府住宅供給公社

京田辺市田辺明田1

0774-62-3507

京田辺市 包装資材

京田辺支店

山城府営住宅管理センター

