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

業種

企業名

事業所名

住所

電話

金融

京都銀行

福知山支店

福知山市末広町1-21

0773-22-3111

金融

京都銀行

福知山駅南支店

福知山市駅南町1-291

0773-24-8210

金融

京都銀行

長田野出張所

福知山市長田野町3丁目1

0773-27-3111

金融

京都北都信用金庫

福知山中央支店

福知山市字裏ノ46-1

0773-22-4152

金融

京都北都信用金庫

岡ノ町支店

福知山市字岡ノ157

0773-22-4156

金融

京都北都信用金庫

六人部支店

福知山市字多保市235-2

0773-27-3737

金融

京都北都信用金庫

前田支店

福知山市字前田1071-5

0773-27-5791

金融

京都北都信用金庫

篠尾支店

福知山市篠尾新町3丁目97-3

0773-22-4155

金融

京都北都信用金庫

駅南支店

福知山市駅南町3丁目119

0773-22-4119

金融

京都北都信用金庫

三和支店

福知山市三和町千束606-3

0773-58-2021

金融

京都北都信用金庫

額田支店

福知山市夜久野町額田1355

0773-37-0051

金融

京都北都信用金庫

大江町支店

福知山市大江町河守306-4

0773-56-0135

農業協同組合 京都丹の国農業協同組合 福知山支店

福知山市字新庄100-2

0773-22-2321

農業協同組合 京都丹の国農業協同組合 福知山営農経済センター

福知山市字新庄100-2

0773-22-2444

農業協同組合 京都丹の国農業協同組合 三和支店

福知山市三和町千束600

0773-58-2006

農業協同組合 京都丹の国農業協同組合 三和営農経済センター

福知山市三和町千束600

0773-58-3331

農業協同組合 京都丹の国農業協同組合 夜久野支店

福知山市夜久野町額田1357

0773-37-1121

農業協同組合 京都丹の国農業協同組合 夜久野営農経済センター

福知山市夜久野町額田1357

0773-37-1122

農業協同組合 京都丹の国農業協同組合 大江支店

福知山市大江町河守274

0773-56-1121

農業協同組合 京都丹の国農業協同組合 大江営農経済センター

福知山市大江町河守274

0773-56-0010

農業協同組合 京都農業協同組合

福知山支店

福知山市字篠尾小字長ヶ坪115-12

0773-22-6205

農業協同組合 京都農業協同組合

福知山東部支店

福知山市石原1-61

0773-27-3801

郵便局

福知山天津簡易郵便局

福知山市上天津１９８１

0773-33-2729

郵便局

福知山堀簡易郵便局

福知山市堀１３７５－５

0773-22-7969

郵便局

福知山問屋簡易郵便局

福知山市問屋町４７

0773-22-0506

郵便局

雀部簡易郵便局

福知山市川北１２９８－１

0773-24-2524

郵便局

畑簡易郵便局

福知山市夜久野町畑５５－１

0773-37-0895

薬局

ふくちやまゆう薬局

福知山市篠尾新町3-115

0773-23-6661

薬局

榎原ゆう薬局

福知山市字榎原小字惣ノ貝1358・1358-3

0773-34-1125

薬局

内記ゆう薬局

福知山市内記63-53

0773-23-8018

薬局

牧ゆう薬局

福知山市字牧小字宮ヶ491

0773-33-5252

薬局

オレンジ薬局

福知山市字前田1878-235

0773-45-8701

薬局

エバラ薬局

福知山市字内記47-18

0773-22-3567

薬局

豊富薬局

福知山市新庄100-2

0773-22-6314

福知山市末広町3丁目1番地-2

0773-23-6666

福知山市字東長56

0773-22-2028

福知山市 薬局

阪神調剤薬局

福知山店

末広ファーマシー店

薬局

黒庄薬局

医薬品卸

(株)ケーエスケー

福知山支店

福知山市東羽合町123

0773-22-5595

医薬品卸

(株)スズケン

北京都支店

福知山市字堀2100-4

0773-25-1780

医薬品

アルフレッサ株式会社

福知山支店

福知山市字岩井80-17

0773-25-1931

接骨院・整骨院 太田接骨院

福知山市字堀内田2549-4

0773-24-4397

整骨院

おはら整骨院

福知山市厚中町221番地

0773-24-2132

鍼灸院

おがさわら鍼灸院

福知山市駅南町3-101 アルファユービル1F

0773-21-2529

鍼灸院

塩見接骨鍼灸院

福知山市北本町一区71-12

0773-22-3795

はり灸マッサージ はり灸マッサージ 周兵堂

福知山市字内記56-8

0773-22-3340

歯科医院

冨田歯科医院

福知山市北小谷ヶ丘1912-5

0773-23-2818

家電小売

(株)岩見電器

福知山市岩井東町7番2

0773-23-4815

家電小売

(有)アオイ電器

福知山市アオイ通3丁目

0773-23-3138

家電小売

ホソミデンキ

福知山市本堀1454

0773-23-7653

NPO法人

オークラ福祉応援団

福知山市一の宮603

0773-33-4123

小売

セブン-イレブン

福知山駅南店

福知山市駅南町2丁目267番

0773-24-3624

小売

セブン-イレブン

福知山末広店

福知山市末広町5丁目18番

0773-24-1217

小売

セブン-イレブン

福知山今安店

福知山市字拝師小字奥田2-1

0773-22-0128

小売

セブン-イレブン

福知山荒河東店

福知山市荒河東町121

0773-22-8711

小売

セブン-イレブン

福知山駅前町店

福知山市末広町2-3

0773-24-5977

小売

セブン-イレブン

福知山石原店

福知山市石原2丁目341番地

0773-27-1612

小売

セブン-イレブン

福知山前田店

福知山市前田新町15番地

0773-27-7217

総合小売業

株式会社さとう

福知山市東野町1番地 福知山東野町ビル

0773-22-0003

業務用食品商社 荒川商事 株式会社

福知山市問屋町27番地の6

0773-22-5381

弁当販売

まごころ弁当

福知山市東本町129-4 ビバーチェ本庄1階

0773-25-5084

理容業

ハヤマ理容

福知山市駅前町330

0773-22-6059

理容業

理容 キリムラ

福知山市西中ノ町216-4

0773-23-6583

理容業

ﾍｱｰｻﾛﾝ シモバヤシ

福知山市字内記64-24

0773-22-4025

理容業

ﾍｱｰｻﾛﾝ やまかわ

福知山市内記51-57

0773-22-6411

理容業

飯尾理容店

福知山市東中ノ町24

0773-22-5829

理容業

ﾍｱｰｻﾛﾝ やく

福知山市字天田旭が丘497-2

0773-23-6274

理容業

ﾍｱｰｻﾛﾝ おかはら

福知山市字堀（本掘）1453-1

0773-22-4863

理容業

ﾍｱｰｻﾛﾝ タゾエ

福知山市東岡368

0773-22-7220

理容業

理容 下林

福知山市岡ノ二町9-56

0773-22-5607

理容業

ＨＡＩＲ Ｉｋｅｕｃｈｉ

福知山市厚中町19-3

0773-22-4590
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理容業

ﾍｱｰｽﾃｰｼｮﾝ男爆発さわだ理容院

福知山市駅南町1丁目172番地

0773-23‐6758

理容業

ﾍｱｰｻﾛﾝ タニグチ

福知山市篠尾新町2-74

0773-23-3788

理容業

ﾍｱｰｻﾛﾝ 髪ふうせん

福知山市駅南町１丁目１１１番地

0773-23-3838

理容業

理容 まつやま

福知山市石原2-44

0773-27-1502

理容業

森山理容院

福知山市前田新町41-1

0773-27-1285

理容業

理容たなべ

福知山市拝師992-1

0773-22-4915

理容業

ケーピース

福知山市北栄町77-2

0773-22-5907

ガス事業

(株)長田野ガスセンター

福知山市長田野町2丁目19番地

0773-27-0689

ガス事業

福知山都市ガス株式会社

福知山市末広町1丁目1番1

0773-24-1500

サービス

(株)西日本エスエスシー

福知山市問屋町20番地の8

0773-24-1110

サービス

押田カイロプラクテック

福知山市字土師1776-212

0773-20-5367

宅配便

佐川急便株式会社

福知山市字荒河小字狭間4-2

0773-23-8470

（株）柏原工務店

福知山市観音寺304-16

0773-27-3148

保険業

(株)ライフドア

福知山市厚東町208 FM-Eビル2F

0773-22-8627

保険業

東京海上日動火災保険株式会社

福知山市末広町5丁目12番地 2階

0773-23-5868

保険業

株式会社Ｔ.Ａ.Ｋ.総合保険事務所

福知山市駅前町1番地古川屋ﾋﾞﾙ3F1号

0773-22-3778

保険業

株式会社光保険事務所

福知山市厚東町101-3

0773-22-3609

保険業

株式会社京都ライフパ－トナ－

福知山市厚東町46

0773-23-5074

保険業

有限会社にしい保険

福知山市広峯町22ﾆｺﾆｺﾌﾟﾗｻﾞ2階

0773-23-8887

保険業

なな保険事務所

福知山市篠尾新町2丁目64-2 花太ﾋﾞﾙ1F

0773-48-9885

保険業

有限会社５１０ｒｍ

福知山市前田1878-49

0773-20-2510

保険業

福知山保険設計有限会社

福知山市土師769番地

0773-20-1277

保険業

株式会社福知山中央保険事務所

福知山市昭和新町182-3

0773-23-1009

保険業

平安保険サービス

福知山市堀水内1105-3

0773-45-3402

保険業

第一生命保険株式会社

福知山市東羽合町35番

050-3782-4934

福知山市 建設

事業所名

福知山営業所

京都支店 福地山支社

福知山 営業オフィス

住所

電話

