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

亀岡市

業種

企業名

事業所名

住所

電話

金融

京都銀行

千代川支店

亀岡市千代川町小川2丁目5番4号

0771-23-1211

金融

京都銀行

東亀岡支店

亀岡市篠町浄法寺中村16-1

0771-24-2411

金融

京都銀行

亀岡支店

亀岡市北町51

0771-22-3411

金融

京都銀行

大井支店

亀岡市大井町土田2-1-21

0771-24-8811

金融

京都中央信用金庫

亀岡支店

亀岡市篠町浄法寺松岡27番地の7

0771-24-6311

金融

京都中央信用金庫

亀岡駅前支店

亀岡市追分町馬場通2番地の9

0771-24-8371

金融

京都信用金庫

亀岡支店

亀岡市追分町馬場通20番地6

0771-22-5611

金融

京都信用金庫

京信住宅ローンプラザ亀岡

亀岡市追分町馬場通20番地6 京都信用金庫 亀岡支店1階

0120-381-252

金融

京都信用金庫

東亀岡支店

亀岡市篠町広田2丁目12番8号

0771-24-3101

農業協同組合 京都農業協同組合

本店

亀岡市余部町天神又2

0771-22-5505

農業協同組合 京都農業協同組合

亀岡中央支店

亀岡市余部町天神又2

0771-22-1186

農業協同組合 京都農業協同組合

亀岡西部支店

亀岡市宮前町宮川口小谷10

0771-26-2006

農業協同組合 京都農業協同組合

亀岡中部支店

亀岡市曽我部町寺西川1-1

0771-22-0240

農業協同組合 京都農業協同組合

亀岡大井支店

亀岡市大井町並河2-1-6

0771-24-0770

農業協同組合 京都農業協同組合

亀岡川東支店

亀岡市馬路町上脇田17

0771-22-0669

農業協同組合 京都農業協同組合

保津支店

亀岡市保津町宮ノ上19

0771-24-0880

農業協同組合 京都農業協同組合

篠支店

亀岡市篠町野条上又19-1

0771-22-0104

農業協同組合 京都農業協同組合

亀岡広域営農センター

亀岡市曽我部町寺西川1-1

0771-29-5723

農業協同組合 京都農業協同組合

農畜産物直売所（たわわ朝霧）

亀岡市篠町野条上又30

0771-23-8318

郵便局

吉川簡易郵便局

亀岡市吉川町穴川堂ノ前１

0771-25-2361

郵便局

神前簡易郵便局

亀岡市宮前町神前上段川３５

0771-26-2199

薬局

(株)スギ薬局

馬堀店

亀岡市篠町馬堀伊賀ノ辻8-5

0771-29-5534

薬局

あい薬局

千代川店

亀岡市千代川町小林前田143

0771-29-5802

薬局

モチヅキ薬局

亀岡市新町18

0771-22-0303

薬局

吉川ゆう薬局

亀岡市吉川町吉田段ノ坪24-3

0771-21-0077

薬局

ちよかわ薬局

亀岡市千代川町千原1-34-4

0771-29-6088

薬局

ふやき本店

亀岡市安町23

0771-22-0040

薬局

薬局ダックス亀岡篠店

亀岡市篠町浄法寺中村39-1

0771-22-4311

家電小売

ミゾツラ電器

亀岡市新町17

0771-22-5856

電気工事

(有)西三電気工業所

亀岡市篠町見晴3丁目19-1

0771-23-5924

歯科医院

前川歯科医院

亀岡市北古世町2丁目12-1

0771-23-1992

医療・医薬品・福祉業

ふじた歯科医院

亀岡市南つつじヶ丘大葉台2丁目44-10

0771-29-2800

鍼灸接骨院

大塚鍼灸院・接骨院

亀岡市内丸町4-16

0771-23-7804

鍼灸治療院

長野鍼灸治療院

亀岡市荒塚町2丁目4-17

0771-23-5088

針灸整骨

なかはま針灸整骨院

亀岡市篠町馬堀池ﾉ下19-7

0771-25-0282

鍼灸整骨院

なごみ鍼灸整骨院

亀岡市北町57-15

0771-21-0033

接骨院

ちよかわ整骨院

亀岡市千代川町今津1-11-10レジェンド千代川1-B

0771-23-1872

鍼灸・整体・療術業

花水木整骨院

亀岡市篠町森東垣内35-33

0771-21-0666

小売

セブン-イレブン

亀岡篠町王子店

亀岡市篠町王子西ノ山5番1

0771-23-1202

小売

セブン-イレブン

亀岡今津２丁目店

亀岡市千代川町今津2丁目5ー10

0771-25-0696

小売

セブン-イレブン

亀岡運動公園前店

亀岡市曽我部町穴太大塚22-1

0771-22-7721

小売

フレスコ

亀岡店

亀岡市篠町浄法寺中村45-1

0771-29-6661

小売

フレスコ

亀岡安町店

亀岡市安町釜ヶ前89番

0771-29-6801

小売業

丸中ミシン株式会社

亀岡市余部町宝久保15-5

0771-22-0506

学校教材小売 有限会社好文社

亀岡市南つつじｹ丘桜台3丁目3-3

0771-22-0712

生花販売

株式会社いずみ

亀岡市河原林町河原尻綾垣内40

0771-22-3459

運輸業

ヤマト運輸(株)

亀岡篠センター

亀岡市大井町並河3-111-1

0570-200-000

運輸業

ヤマト運輸(株)

亀岡大井センター

亀岡市大井町並河3-111-1

0570-200-000

運輸業

ヤマト運輸(株)

亀岡余部センター

亀岡市大井町並河3-111-1

0570-200-000

宅配便

佐川急便株式会社

亀岡営業所

亀岡市篠町篠下長尾49

0771-25-7510

美容室

ビューティーサロンサワ

亀岡市大井町小金岐2丁目18-13

0771-22-7177

美容室

ヘアープレイス・ナルド

亀岡市千代川町小川１丁目7-5

0771-23-6987

美容院

さいとう美容室

亀岡市畑野町広野城山27

0771-28-3380

理容室

理容タケダ

亀岡市稗田野町佐伯大日堂11-2

0771-23-7398

保険業

宮本代理店

亀岡市西つつじヶ丘 霧島台 2-2-17

075-382-5115

保険業

第一生命保険株式会社

亀岡市安町野々神38-1

050-3782-4922

建設業

旭建設株式会社

亀岡市追分町大堀32-2

0771-22-0527

建設業

株式会社栄好工務店

亀岡市余部町天神又5-2

0771-22-3448

建設業

株式会社真輝建設

亀岡市下矢田町2丁目5-1

0771-21-1123

建築業

ＯＫＡＭＵＲＡ工房株式会社

亀岡市追分町馬場通24-4

0771-22-9090

工務店

齋藤工務店

亀岡市畑野町広野城山27

0771-28-3380

住宅・建築・建設業

株式会社畑工務店

亀岡市東つつじケ丘都台3丁目6番6-3号

0771-22-9101

福祉用具 貸与 有限会社ＡＳＣ ハーモニカ

亀岡市追分町八ﾉ坪29-18

080-0200-9239

鍵屋

ペテロ・ロックサービス

亀岡市大井町土田1丁目3-7

0771-24-0138

印刷業

株式会社天声社売店

亀岡市古世町北古世82-3

0771-24-7523

リサイクルショップ

株式会社 Aエラ

亀岡市荒塚町2丁目1-5

0771-29-2106

亀岡市大井町並河2丁目14-13

0771-23-8434

自動車販売業 株式会社カーショップナカイ

亀岡中央 営業オフィス

墓石・石材小売業

野口石材店

亀岡市三宅町10

0771-23-6130

小売り・販売・卸売業

谷石材店

亀岡市吉川町吉田段ﾉ坪14

0771-22-5024

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

亀岡市

業種

企業名

税理士業

松岡会計事務所

事業所名

住所

電話

亀岡市篠町柏原久保垣内１－３ カワモトビル２F

0771-21-2260

税理士事務所 井木悦夫税理士事務所

亀岡市古世町西向林２８－２

0771-22-6797

その他サービス業 一般社団法人京都西山霊園

亀岡市篠町王子唐櫃越1

075-331-0215

