
No. 事業所名 所在地 事業分野

1 朝日新聞サービスアンカーASA宇治西 611-0033 宇治市 大久保北ノ山104-19

2 京都新聞久御山販売所 613-0033 久世郡久御山町 林宮ノ後64-14

3 (株)ニュースキャリー毎日新聞淀販売所 613-0904 京都市伏見区 淀池上町135-3

4 株式会社ワイコム YC久御山店 613-0043 久世郡久御山町 島田堤外27-16

5 京滋ヤクルト販売（株） 601-8203 京都市南区 久世築山町250

6 森永乳業（株）京都支店 600-8322 京都市下京区
西洞院通五条下小柳町513-2
五条久保田ビル４階

7 (有)中河乳業 618-0071 乙訓郡大山崎町 字大山崎茶屋前2-6

8 上杉乳販 610-0121 城陽市 寺田市ノ久保2-185

9 巨椋宅配サービス 611-0042 宇治市 小倉町南浦30-73

10 （株）森永乳業向島谷販売店 612-8123 京都市伏見区 向島立河原町60-2

11 (株)布亀 663-8585 兵庫県西宮市 今津二葉町3-6

12 日本郵便(株)久御山郵便局 613-8799 久世郡久御山町 下津屋下ノ浜代1-1

13 久御山佐山郵便局 613-0034 久世郡久御山町 佐山双置38-2

14 御牧郵便局 613-0045 久世郡久御山町 北川顔村西6-7

15 ヤマト運輸(株)京都主管支店 613-0026 久世郡久御山町 西一口西池5-3

16 京都生活協同組合洛南支部 610-0101 城陽市 平川浜道裏31-1

17 ゆうゆう倶楽部 614-8113 八幡市 川口萩原１

18 ワタミタクショク(株)宇治営業所 611-0041 宇治市 槙島町一ノ坪9

19 米善 西尾商店 613-0034 久世郡久御山町 佐山双置51

20 新井米・酒店 613-0043 久世郡久御山町 島田古堤防中村2-3

21 神谷米穀店 613-0034 久世郡久御山町 佐山新開地184-1

22 ひだ商店 613-0021 久世郡久御山町 東一口276

23 まごころ弁当枚方店 573-1193 枚方市 桜丘32-1

24 おばんざい料理友芽家 613-0043 久世郡久御山町 島田堤外2-9

25 (株)城南給食センター 610-0121 城陽市 寺田垣内後2８-2

26 光栄堂 613-0034 久世郡久御山町 佐山東代4-28

27 銀のさら小倉店 611-0042 宇治市 小倉町連池162-3

28 ヨシケイ京都城陽営業所 610-0121 城陽市 長池里開52

29 京都生活協同組合夕食サポート 615-0094 京都市右京区 山ノ内北ノ口町16-2

30 よつ葉ホームデリバリー京滋 613-0022 久世郡久御山町 市田石橋3

31 配食のふれ愛宇治小倉店 611-0042 宇治市 小倉町老ノ木43-15
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32 セブンイレブン久御山市田店 613-0022 久世郡久御山町 市田新珠城112-1

33 セブンイレブン久御山森店 613-0024 久世郡久御山町 森村東321

34 セブンイレブン久御山町役場前店 613-0036 久世郡久御山町 田井浜代1-5

35 ローソン久御山佐古店 613-0031 久世郡久御山町 佐古清水11

36 山川(株)京都支店 613-0024 久世郡久御山町 森中内54-2

37 伊丹産業(株)京都支店 614-8171 八幡市 上津屋尼ヶ池43

38 大阪ガス(株)ＬＰＧ京滋支社 611-0041 宇治市 槙島町中川原127

39 （有）久保田燃料店 611-0042 宇治市 小倉町中畑6-8

40 大丸エナウィン(株)京都営業所 613-0036 久世郡久御山町 田井塔ノ本15-1

41 ねこの手ジャパン 619-0202 木津川市 山城町平尾上垣内10

42 (株)アグティ 613-0024 久世郡久御山町 森村東232-1

43 （有)エムアンドシー 613-0042 久世郡久御山町 坊之池浜54-1

44 タカケンクリーニング　林共栄店 613-0033 久世郡久御山町 林宮ノ後36-10

45 株式会社ルーム・デコ 613-0033 久世郡久御山町 市田和気50-1

46 おそうじ本舗久御山店 613-0022 久世郡久御山町 市田和気46

47 エンジョイフラワーむらせ 613-0031 久世郡久御山町 佐古内屋敷62

48 石豊造園土木(株) 613-0041 久世郡久御山町 中島沖ノ内20

49 フラワー＆グリーンＳＡＨＯ 613-0034 久世郡久御山町 佐山双置3-3

50 愛都交通(株) 612-8414 京都市伏見区 竹田段川原町249　オノゴロビル1階

51 加茂タクシー(株) 613-0034 久世郡久御山町 佐山新開地174

52 (株)新生 613-0024 久世郡久御山町 森川端43-1

53 久御山マコト介護タクシー 613-0043 久世郡久御山町 島田堤外24-8

54 京料理佐山うを梅 613-0034 久世郡久御山町 佐山双置1

55 魚佐商店 613-0036 久世郡久御山町 田井荒見58

56 マーミーズ・カフェ 613-0034 久世郡久御山町 佐山双栗44-2

57 ＳＡＫＵＲＡ　ＣＯＦＦＥＥ 613-0031 久世郡久御山町 佐古外屋敷235-1　１階

58 喫茶あひる 613-0033 久世郡久御山町 林八幡講1-95
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59 パワーステーション 613-0044 久世郡久御山町 藤和田村西8-11

60 モータース北弥 613-0034 久世郡久御山町 佐山東代３-１

61 (株)尾崎モータース 613-0036 久世郡久御山町 田井浜代７

62 加賀爪電気 613-0022 久世郡久御山町 市田和気13

63 てくのハウス株式会社 611-0044 宇治市 伊勢田町名木2丁目1番地の203

64 （株）ＳuperEnergieConnection 613-0036 久世郡久御山町 田井新荒見81-1

65 京都スバル自動車（株）宇治店 613-0034 久世郡久御山町 佐山双栗21-4

66 （株）Ｎ－ｓｔｙｌｅ 613-0024 久世郡久御山町 森大内317

67 京都ダイハツ販売（株）南店 613-0032 久世郡久御山町 栄４丁目1-88

68 オートウィングマイカーセンター 613-0036 久世郡久御山町 田井西荒見49-1

69 京都トヨペット(株)久御山店 613-0024 久世郡久御山町 森川端103-3

70 (株)ネッツトヨタ京華ウェルカム久御山店 613-0023 久世郡久御山町 野村村東62-1

71 トヨタモビリティパーツ株式会社　京都支社 613-0036 久世郡久御山町 東荒見６

72 新晃自動車工業株式会社京都南営業所 613-0036 久世郡久御山町 田井西荒見66-1

73 (株)ヤマダペーハーセブン公団店 613-0033 久世郡久御山町 林北畑105-17-101

74 訪問美容「桜」 610-0117 城陽市 枇杷庄知原1-18

75 美容室エリート 613-0853 八幡市 八幡長町1-1

76 ヘアールーム　コニシ 613-0033 久世郡久御山町 林宮ノ後66-25

77 株式会社AVANCER 613-0034 久世郡久御山町 佐山籾池33-4

78 理容ヒグチ 613-0022 久世郡久御山町 市田新珠城150-3

79 (株)ジーワン引越サービス 613-0022 久世郡久御山町 市田新珠城259-1

80 (株)Ｑｕｅｓｔ 613-0024 久世郡久御山町 森村東238

81 (株)小峰急便 613-0036 久世郡久御山町 田井新荒見206-1

82 福山通運(株)京都南支店 613-0022 久世郡久御山町 市田大領2-7

83 京都銀行　久御山町支店 613-0034　 久世郡久御山町 佐山双栗49-1

84 京都信用金庫　久御山支店 613-0034 久世郡久御山町 佐山双栗16-5

85 京都中央信用金庫　久御山支店 613-0034　 久世郡久御山町 佐山双栗16-4

86 京都中央信用金庫　久御山中央支店 613-0036 久世郡久御山町 田井向野43-11
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87 （医）啓信会介護老人保健施設　ひしの里 613-0031 久世郡久御山町 佐古内屋敷81-1

88
（医）啓信会小規模多機能ホーム
リエゾン久御山ひしの里

613-0031 久世郡久御山町 佐古内屋敷91-5

89 （医）啓信会グループホーム　リエゾンくみやま 613-0033 久世郡久御山町 林中垣内38-1

90 （医）啓信会サービス付き高齢者向け住宅　えがお 613-0034 久世郡久御山町 佐山双置87-3

91 （福）八康会特別養護老人ホーム　楽生苑 613-0042 久世郡久御山町 坊之池坊村中66

92 （福）八康会ケアハウス　楽生苑 613-0042 久世郡久御山町 坊之池坊村中66

93 （福）八康会　東楽生苑 613-0033 久世郡久御山町  林北畑105　17-103

94 （医）八仁会　「あおぞら」訪問看護ステーション 613-0043 久世郡久御山町 島田堤外31-24

95 （医）八仁会　ケアリビングくみやま 613-0043 久世郡久御山町 島田堤外31-24

96 （株）H＆Y　かがやきデイサービスセンター 613-0034 久世郡久御山町 佐山北代4-9

97 （有）健康村介護サービス 613-0021 久世郡久御山町 東一口184

98 （福）久御山福祉会　和音くみやま作業所 613-0024 久世郡久御山町 森村東221

99 （有）四季オールサポート 613-0034 久世郡久御山町 佐山双置73-44

100
（福）久御山町社会福祉協議会
さつき苑デイサービスセンター

613-0043 久世郡久御山町 島田ミスノ11

101
（福）久御山町社会福祉協議会
居宅介護支援事業所

613-0043 久世郡久御山町 島田ミスノ11

102
（福）久御山町社会福祉協議会
訪問介護事業所

613-0043 久世郡久御山町 島田ミスノ11

103 ニチイケアセンター宇治 611-0021 宇治市 宇治一番134-1　宇治荒川ビル１階

104 パナソニックエイジフリー介護チェーン京都南 611-0041 宇治市 槙島町一丁田13

105 (株)三笑堂　宇治営業所 611-0033 宇治市 大久保町井ノ尻31

106 ニック(株)　京都営業所 611-0043 久世郡久御山町 島田堤外22

107 （有）アルル 613-0024 久世郡久御山町 森村東238

108 クラフト(株)　さくら薬局京都久御山店 613-0042 久世郡久御山町 坊之池坊村中56-2

109 シンシン薬局 611-0033 久世郡久御山町  林北畑105　17棟111号

110 イオン薬局　久御山店 613-0024 久世郡久御山町
森南大門156-1
イオン久御山店1階

111 フラワー薬局　久御山店 613-0034 久世郡久御山町  佐山西ノ口34

112 クスリのアオキ　佐山店 613-0034 久世郡久御山町 佐山西ノ口117

113 （株）中西薬品 613-0035 久世郡久御山町 下津屋川原115

114 慶成整骨院 613-0033 久世郡久御山町 林北畑92-1　クレス久御山ビル1階
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115 明鍼灸院 613-0032 久世郡久御山町 栄3丁目1番地120

116 柳生接骨院 613-0032 久世郡久御山町 栄1丁目1-123

117 宮ノ後鍼灸整骨院 613-0033 久世郡久御山町 林宮ノ後66-12

118 くみやま鍼灸整骨院 613-0033 久世郡久御山町 林北畑105　久御山団地17棟102

119 シンキ接骨院鍼灸院 613-0034 久世郡久御山町 佐山双置47
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120 いそざき歯科医院 613-0034 久世郡久御山町 佐山双置2-11

121 医療法人　弘部歯科医院 613-0044 久世郡久御山町 藤和田村西7-11

122 松永歯科医院 613-0033 久世郡久御山町 林宮ノ後68-1

123 政田接骨院 613-0043 久世郡久御山町 島田古堤防中村45-9

124 せき鍼灸接骨院 613-0022 久世郡久御山町 市田鈴間13-5

125 淀新町整骨院 613-0046 久世郡久御山町 大橋辺11-1

126 (株)URコミュニティ京都住まいセンター 604-8171 京都市中京区  烏丸御池下ル虎屋町566-1

127 日本総合住生活（株）大阪支社京都支店 600-8441 京都市下京区 新町通四条下ル四条町347-1

128 近建ビル管理(株) 606-8357 京都市左京区  聖護院蓮華蔵町31番地

129 京都やましろ農業協同組合 613-0023 久世郡久御山町 野村井ノ坪16

130 (公)久御山町シルバー人材センター 613-0043 久世郡久御山町 島田ミスノ19-1

131 (有)ケーワイ商会 614-8103 八幡市 川口堀ノ内154

132 西日本高速道路パトロール関西（株）京都 613-0024 久世郡久御山町 森北大内27

133 （有）協栄住宅 613-0023 久世郡久御山町 野村村東264-6
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