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
令和元年9月現在

市町村

業種

企業名

事業所名

金融

京都銀行

長岡今里支店

長岡京市今里3丁目3番10号

075-958-6161

金融

京都銀行

東長岡支店

長岡京市馬場見場走り12-6

075-955-7711

金融

京都銀行

長岡支店

長岡京市開田3丁目2番39号

075-951-3107

金融

京都銀行

長岡京駅前支店

長岡京市神足2-7-25

075-958-3667

金融

京都中央信用金庫

長岡支店

長岡京市開田4丁目7番7号

075-954-3121

金融

京都中央信用金庫

今里支店

長岡京市今里4丁目16番1号

075-955-5001

金融

京都信用金庫

長岡支店

長岡京市長岡京市開田1丁目1番3号

075-951-6161

金融

京都信用金庫

京信住宅ローンプラザ長岡

長岡京市長岡京市開田1丁目1番3号 京都信用金庫 長岡支店 1階

0120-012-472

金融

京都信用金庫

滝ノ町支店

長岡京市長岡京市滝ノ町2丁目9番1号

075-955-7022

農業協同組合 京都中央農業協同組合

本店

長岡京市開田4-14-8

075-955-8571

農業協同組合 京都中央農業協同組合

神足支店

長岡京市開田4-14-8

075-951-1188

農業協同組合 京都中央農業協同組合

乙訓支店

長岡京市今里2-17-1

075-951-4384

農業協同組合 京都中央農業協同組合

海印寺支店

長岡京市奥海印寺新度畑20

075-952-3121

薬局

梅ヶ丘薬局

高台店

長岡京市金ヶ原塚穴ノ前3-1

075-957-5397

薬局

長岡今里ケアーズ薬局

長岡京市今里西ノ口10-4

075-958-4610

薬局

神足ゆう薬局

長岡京市神足3-4-7

075-959-0760

薬局

開田ゆう薬局

長岡京市開田4-1-14

075-958-2377

薬局

乙訓調剤薬局

長岡京市開田4-9-14

075-954-7292

薬局

かわかみ調剤薬局

長岡京市今里西ノ口4-18

075-958-3263

薬局

ファルコいちもんばし薬局

長岡京市一文橋二丁目24-22

075-958-1821

薬局

乙訓まち薬局

長岡京市天神５丁目6-18 オークリッチながおか102

075-874-1790

接骨院・整骨院 辻田接骨院

長岡京市長岡3-17-3

075-951-3521

鍼灸

いまい鍼灸院

長岡京市今里5丁目15-27

075-953-5358

鍼灸

堀之内はり灸院

長岡京市一文橋1丁目6-3

075-953-3397

鍼灸・整骨業 やない鍼灸整骨院

長岡京市開田１丁目21-4

075-951-8918

はり・きゅう

笠原はり灸院

長岡京市今里川原39-68

075-954-3387

歯科

戸渡歯科

長岡京市長岡1丁目1-11 コンフォートセブン3階

0120-418674

家電小売

フジタデンキ

長岡京市西ノ京1-4

075-954-5484

電気工事

(株)ヤマモト

長岡京市一文橋1丁目5-9

075-951-7585

管工業

水道センター

長岡京市粟生北野12-1

075-954-2681

小売

セブン-イレブン

長岡京セブン通り店

長岡京市長岡1-3-9

075-951-7011

小売

セブン-イレブン

長岡京駅東口店

長岡京市東神足２丁目５０１－１

075-951-3811

小売

セブン-イレブン

長岡京開田１丁目店

長岡京市開田１丁目２０

075-952-3707

小売

セブン-イレブン

長岡京上八ノ坪店

長岡京市神足神田１５－６

050-3465-9377

長岡今里郵便局

長岡京市今里2-13-3

075-953-4000

郵便局

長岡京花山郵便局

長岡京市梅が丘1-72-3

075-955-1155

郵便局

長岡京海印寺郵便局

長岡京市奥海印寺岡本3-6

075-953-1529

郵便局

長岡開田郵便局

長岡京市開田3-2-4

075-951-4282

郵便局

長岡京柴の里郵便局

長岡京市柴の里1-36

075-954-1522

郵便局

長岡京天神郵便局

長岡京市天神4-7-2

075-951-4281

郵便局

長岡京馬場郵便局

長岡京市馬場川原41-1

075-955-5557

郵便局

長岡京神足郵便局

長岡京市神足2-11-15

075-951-1500

理容業

理容ミヤシタ

長岡京市滝ノ町１丁目5-14

075-954-3421

理容業

まるいわ理容室

長岡京市滝ノ町二丁目17-13

075-952-0462

理容業

理容テラオカ

長岡京市神足二丁目19-2

075-951-3977

理容業

ヘアーサロン ニラサワ

長岡京市緑ヶ丘21-17

075-951-6077

理容業

T-PLUS

長岡京市久貝一丁目9-17

075-955-3864

理容業

ヘアーサロン もりた

長岡京市友岡三丁目12-4

075-951-4438

理容業

hair salon DUO

長岡京市勝竜寺4-6

075-951-2587

理容業

HAIR ESTHE YAMAZOE

長岡京市天神一丁目8-1

075-951-3798

理容業

理容ふじき

長岡京市天神五丁目11-5

075-952-2469

理容業

SHIRA

長岡京市長岡二丁目3-11

075-957-3050

理容業

ヘアサロン&シェービングエステYamashita

長岡京市長岡二丁目15-9

075-951-6793

理容業

ヘアーサロン アダチ

長岡京市梅ケ丘一丁目58-2

075-951-7493

理容業

床や ながお

長岡京市今里西の口8-11

075-952-0057

理容業

ヘアーサロン別所

長岡京市奥海印寺門ノ町2-7

075-951-0588

理容業

ヘアーサロンHERO

長岡京市長岡二丁目2-16

0120-38-1615

理容業

Y's four hands

長岡京市開田三丁目3-13

075-951-3695

理容業

ヨシダ理容室

長岡京市神足一丁目8-10

075-951-1091

理容業

ヘアーサロン ナカ

長岡京市一文橋二丁目5-9

075-951-8529

理容業

寺岡理容院

長岡京市馬場見場走り5-1

075-953-2285

理容業

ヘアーサロンヨシダ

長岡京市馬場見場走り18-8

075-955-0706

理容業

理容おか

長岡京市一里塚2-20

075-952-3341

理容業

HAIRSALON トミモト

長岡京市神足一丁目3-13

075-952-5673

美容室

カットスタジオＶ

長岡京市城の里23-4

075-954-6870

美容室

セツコ美容室

長岡京市滝ノ町2丁目5-7

075-955-7784

美容室

ツーワン美容室

長岡京市長岡２丁目2-35 西友長岡店3階

075-951-6767

運輸業

ヤマト運輸(株)

長岡神足センター

長岡京市久貝1-422-1

0570-200-000

運輸業

ヤマト運輸(株)

長岡大山崎センター

長岡京市久貝1-422-1

0570-200-000

長岡京市 郵便局

住所

電話
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運輸業

ヤマト運輸(株)

長岡天神センター

長岡京市久貝1-422-1

0570-200-000

運輸業

ヤマト運輸(株)

長岡今里センター

長岡京市久貝1-422-1

0570-200-000

建設業

今小路工務店

長岡京市奥海印寺谷田43

075-957-5445

建設業

株式会社キャンバスホーム

長岡京市長岡3丁目28-13

075-950-5781

建築

(株)三宅工務店

長岡京市一里塚2番地10アーネストハイツ一里塚101号

075-955-1234

建築

(株)藤井

長岡京市奥海印寺火ノ尾30

075-956-7066

自動車学校

(株)長岡自動車教習所

長岡京市開田4丁目6-16

075-951-3127

太陽光発電

日本グリーンパックス株式会社

長岡京市城の里10-9

075-954-5158

株式会社栞造園

長岡京市粟生北野7

075-954-4990

測量・建築・建物表題登記等

株式会社おとくに設計

長岡京市今里更ノ町39-8

075-955-0222

清掃業

有限会社 プラン

長岡京市今里畔町2-14

075-955-0890

総合害虫防除 サンコー環境株式会社

長岡京市柴の里10-41

075-955-3188

通信

技研電子株式会社

長岡京市長岡1丁目1-2長岡京トーセビル3F

075-952-0080

保険業

第一生命保険株式会社

長岡京市神足3-1-13

050-3782-4914

写真撮影業

プロット

長岡京市神足屋敷38-2

動物病院

ながおかきょう動物病院

長岡京市長岡1-4-4

長岡京市 造園業

長岡 営業オフィス

住所

電話

075-955-6310

