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

峰山支店

京丹後市峰山町呉服28

0772-62-1230

金融

京都銀行

久美浜支店

京丹後市久美浜町小字土居町3110-3

0772-82-1211

金融

京都銀行

網野支店

京丹後市網野町網野24-1-2

0772-72-3131

金融

京都北都信用金庫

網野支店

京丹後市網野町網野373-1

0772-72-2111

金融

京都北都信用金庫

浜詰支店

京丹後市網野町浜詰43-1

0772-74-0611

金融

京都北都信用金庫

久美浜支店

京丹後市久美浜町3117-5

0772-82-0310

金融

京都北都信用金庫

間人支店

京丹後市丹後町間人2218

0772-75-0374

金融

京都北都信用金庫

峰山中央支店

京丹後市峰山町杉谷805

0772-62-6111

金融

京都北都信用金庫

弥栄支店

京丹後市弥栄町溝谷5443-1

0772-65-3611

金融

京都北都信用金庫

大宮支店

京丹後市大宮町周枳

0772-64-2049

金融

京都府信用漁業協同組合連合会

網野支店

京丹後市網野町浅茂川1400-2

0772-72-5847

金融

京都府信用漁業協同組合連合会

丹後支店

京丹後市丹後町間人2056-4

0772-75-0144

金融

但馬信用金庫

久美浜支店

京丹後市久美浜町77-1

0772-82-1122

農業協同組合 京都農業協同組合

峰山支店

京丹後市峰山町新町2471

0772-62-0231

農業協同組合 京都農業協同組合

大宮支店

京丹後市大宮町周枳2074-1

0772-68-1000

農業協同組合 京都農業協同組合

網野支店

京丹後市網野町網野238-2

0772-72-5000

農業協同組合 京都農業協同組合

弥栄支店

京丹後市弥栄町溝谷5446

0772-65-2231

農業協同組合 京都農業協同組合

間人支店

京丹後市丹後町間人2610

0772-75-0440

農業協同組合 京都農業協同組合

久美浜支店

京丹後市久美浜町272-1

0772-82-1200

農業協同組合 京都農業協同組合

丹後広域営農センター

京丹後市峰山町二箇1360-1

0772-62-7805

郵便局

日本郵便株式会社

久美浜橋爪郵便局

京丹後市久美浜町橋爪４４５

0772-82-1193

郵便局

日本郵便株式会社

久美浜神野郵便局

京丹後市久美浜町浦明１２８３－５

0772-83-0050

郵便局

日本郵便株式会社

久美浜須田郵便局

京丹後市久美浜町須田９８－４

0772-85-0222

郵便局

日本郵便株式会社

久美浜湊宮郵便局

京丹後市久美浜町湊宮１６７６

0772-83-1172

郵便局

日本郵便株式会社

久美浜郵便局

京丹後市久美浜町８６０－３

0772-82-0050

郵便局

日本郵便株式会社

大宮郵便局

京丹後市大宮町口大野４００－１６

0772-64-2050

郵便局

日本郵便株式会社

丹後成願寺郵便局

京丹後市丹後町成願寺１１６８－１

0772-75-2110

郵便局

日本郵便株式会社

丹後木津郵便局

京丹後市網野町木津１６２－２

0772-74-0050

郵便局

日本郵便株式会社

丹後郵便局

京丹後市丹後町間人２７７０－２

0772-75-0050

郵便局

日本郵便株式会社

中浜郵便局

京丹後市丹後町久僧７１７－３

0772-76-0430

郵便局

日本郵便株式会社

網野島津郵便局

京丹後市網野町島津３０１３

0772-72-4101

郵便局

日本郵便株式会社

網野郵便局

京丹後市網野町網野３６５－４

0772-72-0050

郵便局

日本郵便株式会社

野中郵便局

京丹後市久美浜町安養寺梨ノ木４２－５

0772-84-0222

郵便局

五十河簡易郵便局

京丹後市大宮町延利５６６

0772-68-0945

新山簡易郵便局

京丹後市峰山町荒山１２２５－１

0772-62-2603

郵便局

平簡易郵便局

京丹後市丹後町平７２９

0772-76-0432

郵便局

大宮河辺郵便局

京丹後市大宮町河辺20

0772-64-4872

薬局

野村薬局

京丹後市久美浜町3039

0772-82-0034

薬局

丹後大宮ゆう薬局

京丹後市大宮町周枳小字鶴川1948-13

0772-68-3150

接骨院・整骨院 久保接骨院

京丹後市網野町網野655-1

0772-72-2631

接骨院・整骨院 あみの鍼灸整骨院

京丹後市網野町網野福田220-1

0772-72-5555

家電小売

冨田電気通信(株)

京丹後市弥栄町和田野1321番地の3

0772-65-0001

家電工事

(有)コマキデンキ

京丹後市大宮町周枳1660

0772-68-0030

小売

(株)淀徳商店

京丹後市大宮町周枳2247

0772-68-1331

小売・音楽教室

ヤマハミュージックショップ 宮田教育堂

京丹後市峰山町呉服31-2

0772-62-0427

乳類販売

(株)丹後乳販

京丹後市峰山町荒山339-1

0772-62-0526

サービス

マルハン

京丹後市峰山町菅小字宮垣902-1

0772-69-5500

サービス

Yuriスポーツクラブ

京丹後市峰山町長岡685-1

0772-62-6039

京丹後市峰山町長岡小字古川1710-1

0772-69-1151

京丹後市 郵便局

パチンコホール ダイナム

丹後大宮店

峰山店
京都京丹後店

住所

電話

美容

やすえ美容室

京丹後市峰山町千歳209-8

0772-62-0676

撚糸

中西撚糸(有)

京丹後市峰山町菅168

0772-62-0465

日用品（金物卸） (株)松田

京丹後市峰山町白銀15

0772-62-0014

飲食店・物品等販売 (株)tango nonno nonna（丹後ノンノ ノンナ）

京丹後市峰山町杉谷987-1

0772-62-2811

販売

クリエイトショップ くりくり

京丹後市峰山町新町1606-1

0772-62-4888

不動産

まるふく産商(株)

京丹後市網野町網野747

0772-72-0570

宅配便

佐川急便株式会社

京丹後市峰山町長岡小字尺八741

0772-69-5010

ＦＭ放送

特定非営利活動法人 京丹後コミュニティ放送

京丹後市峰山町丹波825-1

0772-62-7941

移動販売

とくし丸８号車

京丹後市

介護用品

株式会社相弥

京丹後市大宮町周枳680-1

0772-64-2153

介護用品

でんでんサービス

京丹後市峰山町新町2462-2

0772-62-7710

看板店

北垣看板店

京丹後市峰山町安201-4

0772-62-2813

汲み取り

大西衛生株式会社

京丹後市丹後町大山1381

0772-75-0189

建材店

有限会社森山建材店

京丹後市峰山町杉谷984

0772-62-0474

自動車販売、整備 Honda Cars 丹後 株式会社亀田屋

京丹後市丹後町間人1886

0772-75-0398

食品販売

大文商店

京丹後市丹後町間人2941

0772-75-0241

書店

東書店

京丹後市丹後町間人2653-4

0772-75-0073

新聞配達

産経新聞網野専売所

京丹後市網野町網野233-2

0772-72-1828

タクシー

網野タクシー

京丹後市網野町網野220-1

0772-72-6232

派遣、食堂

公益社団法人 京丹後市シルバー人材センター

京丹後市弥栄町溝谷3464

0772-65-0052

峰山営業所

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

京丹後市

業種

企業名

福祉有償運送事業

ＮＰＯ法人 のっけて

京丹後市網野町島津3020-1

0772-79-0050

オフィス用品小売

山田文心堂

京丹後市網野町網野 175-4

0772-72-0666

イベント・催事全般

株式会社丹後企画

京丹後市網野町網野 357-3

0772-72-5152

建設業

眞柴工務店

京丹後市網野町網野 89-2

0772-72-4718

建設業

山崎工業株式会社

京丹後市網野町生野内 768

0772-72-3530

土木・建設業 松村産業株式会社

京丹後市峰山町赤坂 555

0772-62-0350

総合建設業

株式会社山寅組

京丹後市峰山町安 204-7

0772-62-0308

道の駅運営・宿泊業

株式会社丹後王国

京丹後市弥栄町鳥取 123

0772-65-4193

生コンクリート製造販売

株式会社吉岡商店

京丹後市弥栄町木橋 845

0772-65-2645

電気工事業

森電気工業株式会社

京丹後市網野町島津 2961番地

0772-72-0556

害虫駆除サービス

株式会社昭和リーブス

京丹後市大宮町河辺 3751番1

0772-64-5480

印刷製造業

たつみ印刷

京丹後市峰山町杉谷 1071-1

0772-62-0067

食品製造・小売 株式会社西利

京丹後市弥栄町鳥取 123

0772-65-8012

税理士事務所 宇野浩二 税理士事務所

京丹後市弥栄町鳥取 2148-1

0772-65-2110

京丹後市峰山町字杉谷近江648-3

050-3782-4938

保険業

第一生命保険株式会社

事業所名

峰山 営業オフィス

住所

電話

