
新  聞 （ 配  達）販売所

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 毎日新聞西大久保販売所 613-0033 久世郡久御山町 林宮ノ後67-10

4 (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４５

5 読売センター久御山 613-0043 久世郡久御山町 島田堤外27-16

牛  乳 ・ 飲  料  配  達

7 森永乳業㈱京都支店 600-8322 京都市下京区 西洞院通五条下る小柳町513-2 五条久保田ビル４階

9 上杉乳販 610-0121 城陽市 寺田市ノ久保2-185

10 巨椋宅配サービス 611-0042 宇治市 小倉町南浦30-73

11 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

宅　配　事　業　者　

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

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

14 (株)布亀 663-8585 兵庫県西宮市 今津二葉町3-6

食　材 ・ 配　食　業　者　　

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

16 ゆうゆう倶楽部 614-8113 八幡市 川口萩原１

17 楽々エプロン隊 614-8012 八幡市 八幡吉野31-2

18 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

19 タイヘイ株式会社 612-8255 京都市伏見区 横大路六反畑62

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

21 米善 西尾商店 613-0034 久世郡久御山町 佐山双置51

22 新井米・酒店 613-0043 久世郡久御山町 島田古堤防中村2-3

23 神谷米穀店 613-0034 久世郡久御山町 佐山新開地184-1

24 ひだ商店 613-0021 久世郡久御山町 東一口276

25 まごころ弁当枚方店 573-1193 枚方市 桜丘32-1

26 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

27 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

28 (株)城南給食センター 610-0121 城陽市 寺田垣内後2８-2

29 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

30 ローソン久御山佐古店 613-0031 久世郡久御山町 佐古清水11

31 鎰広和(かぎひろかず) 613-0032 久世郡久御山町 栄2-1-13

32 光栄堂 613-0034 久世郡久御山町 佐山東代4-28

33 銀のさら小倉店 611-0042 宇治市 小倉町連池162-3

34 ヨシケイ京都城陽営業所 610-0121 城陽市 寺田大畔135

35 配食のふれ愛八幡・久御山 614-8117 八幡市 川口西扇4-2

36 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

ＬＰ ガ ス 事　業　者

37 (株)山川 613-0024 久世郡久御山町 森中内54-2

38 (株)伊丹産業京都工場 614-8171 八幡市 上津屋尼ヶ池43

39 (株)伊藤忠エネクスホームライフ関西宇治営業所 611-0041 宇治市 槙島町目川197

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

41 （有）久保田燃料店 611-0042 宇治市 小倉町中畑6-8

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

洗　　濯　・　掃　　除

43 便利屋ねこの手 619-0202 木津川市 山城町平尾上垣内10

44 (株)アグティ 613-0024 久世郡久御山町 森村東232-1

45 プラス・イー 613-0035 久世郡久御山町 下津屋川原94-36

8 (有)中河乳業 618-0071 乙訓郡大山崎町 字大山崎茶屋前2-6

京滋ヤクルト販売㈱ 601-8203 京都市南区 久世築山町250

     　久御山町地域見守りネットワーク事業　協力企業連絡先リスト

住所

6



園　　芸　・　花

46 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

47 (株)石豊造園土木 613-0041 久世郡久御山町 中島沖ノ内20

タ　ク　シ　ー

48 (株)愛都交通 613-0036 久世郡久御山町 田井西荒身91-1

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

50 (株)新生 613-0024 久世郡久御山町 森川端43-1

お　食　事

51 京料理佐山うを梅 613-0034 久世郡久御山町 佐山双置1

52 ハーフタイムカフェ 613-0036 久世郡久御山町 田井荒見58

車（販売・保険代理）　・　電　　気

53 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

54 モータース北弥 613-0034 久世郡久御山町 佐山東代３-１

55 (株)尾崎モータース 613-0036 久世郡久御山町 田井浜代７

56 加賀爪電気 613-0022 久世郡久御山町 市田和気13

57 (株)杉江電機工業 613-0036 久世郡久御山町 田井新荒見81-1

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

59 （株）Ｎ－ｓｔｙｌｅ 613-0024 久世郡久御山町 森大内317

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

61 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

62 京都トヨペット株式会社久御山店 613-0024 久世郡久御山町 森川端103-3

63 (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

64 （株）トヨタ部品京都共販 613-0036 久世郡久御山町 東荒見６

理　　容　・　美　　容

65 (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

66 訪問美容「さくら」 613-0033 久世郡久御山町 林宮ノ後21 8-104

67 美容室エリート 613-0853 八幡市 八幡長町1-1

運　送　業　者

68 (有)山下商運 613-0036 久世郡久御山町 田井東荒見14-12

69 (株)マルコーデリバリーサービス 611-0041 宇治市 槙島町二十四　48-1

70 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

71 (株)Ｑｕｅｓｔ 613-0024 久世郡久御山町 森村東238

72 (株)Ｗｉｌｌ 612-8227 久世郡久御山町 佐山美ノケ藪24-2

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

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

金　融　機　関　

75 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

76 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

77 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

78 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

そ　の　他　協　賛　事　業　所

79 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

81 (有)ケーワイ商会 614-8103 八幡市 川口堀ノ内154

80 (公社)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


