受領委任払い登録事業者一覧
令和3年2月1日現在
取扱い事業
事業者の名称
用具販売 住宅改修
1
○
株式会社 鞆岡工務店

代表取締役 鞆岡義之

京都府長岡京市友岡３丁目１２番１０号

075-952-3165

075-954-7280

2

○

有限会社 メイケン

山本健一

京都府長岡京市神足神田５番地１１

075-951-5666

075-958-2300

3

○

旭産建 株式会社

谷口充

京都府向日市森本町石田２０番地の１

075-933-3387

075-933-2991

○

有限会社 スマイルケア

代表取締役 荒井隆志

京都府長岡京市神足麦生１１

075-951-2340

075-955-1890

○

有限会社 ヨシダ住宅設備

取締役 吉田畠幸

京都府長岡京市久貝１丁目９番１８号

075-953-0211

075-954-4440

○

ソーケンメディカル株式会社

代表取締役 田中聡

京都府京都市南区吉祥院池ノ内町７８番地

075-691-8080

075-691-8294

○

小原工房

小原忠男

京都府長岡京市馬場見場走り１０

075-954-2785

075-954-6785

登録番号

4

○

5
6

○

7

代表者氏名

所在地

電話番号

ＦＡＸ番号

8

○

○

たまるや

代表取締役 田下慶一

京都府京都市伏見区久我東町２１０番地Ａ－４号

075-933-1788

075-925-7990

9

○

○

エンジュ堂

山田幸裕

京都府向日市寺戸町東野辺１５－４

075-950-0023

075-931-2002

10

○

○

株式会社 ケアショップはな

代表取締役 福本鎔一

京都府長岡京市野添２丁目２番１４号

075-953-5557

075-953-5558

11

○

株式会社 藤井

代表取締役 藤井宣之

京都府長岡京市奥海印寺火ノ尾３０番地

075-956-7066

075-956-5875

12

○

株式会社 フジイテック

代表取締役 藤井広之

京都府長岡京市奥海印寺火ノ尾３０番地

075-956-7069

075-956-5875

○

株式会社 ウエルネット京都西支店

福井良

京都府長岡京市友岡４丁目２１番３

075-959-1822

075-959-1823

14

○

平安建設株式会社

代表取締役 小山 芳樹

京都府京都市西京区上桂三ノ宮町２４番地１

075-381-6171

075-392-2405

15

○

株式会社 三浦建設

代表取締役 三浦 央嗣

京都府宇治市木幡須留１番地１８９

0774-32-8483

0774-32-6730

フランスベッド株式会社 メディカル京都西営業所

営業所長 中山喬史

京都府京都市南区久世上久世町５３０－４１

075-924-5660

075-924-5661

○

パナソニックエイジフリーショップ京都乙訓

森島俊一

京都府長岡京市城の里１５－６

075-952-1333

075-952-1338

18

○

有限会社 吉川工務店

吉川正一

京都府向日市上植野町切ノ口２４番地の５

075-935-1707

075-934-8503

19

○

さわしま工務店

澤島幹人

京都府京都市右京区太秦堀ヶ内町１２－３０

075-862-3175

075-862-3155

○

ニック株式会社 京都営業所

所長 小田高広

京都府久世郡久御山町島田堤外２２

075-632-5722

075-632-5718

21

○

株式会社 川浪住機

代表取締役 川浪喜代次

京都府長岡京市天神５丁目１１番５号

075-951-0607

075-953-7286

22

○

株式会社 吉中建設

代表取締役 吉中章展

京都府長岡京市下海印寺東条１０番地の２

075-953-5086

075-953-9292

○

有限会社 エイジング

東元浩一

奈良県奈良市押熊町１１１０－１

0742-52-7008

0742-52-7006

○

株式会社 カンソ－

代表取締役 清水雅也

大阪府大阪市西成区梅南１丁目７番３１号

06-7664-1617

06-6658-4455

ダスキンヘルスレント京都西ステーション

管理者 山岸豊

京都府京都市右京区西院安塚町７２

075-323-6601

075-323-6607

13

○

16

○

17

○

20

23

○

○

24
25

○

26

○

草場工務店

草場定憲

京都府長岡京市友岡川原２９－１３

075-953-5872

075-955-6103

27

○

株式会社 かつらぎ長岡ガスセンター

店長 斎藤博史

京都府長岡京市友岡西畑３０

075-954-4111

075-954-4178

28

○

○

パナソニックエイジフリーショップ京都

大井 和子

京都府京都市上京区下長者町通新町東入

075-417-1477

075-441-1179

29

○

○

株式会社 三笑堂

代表取締役 上田勝康

京都府京都市南区上鳥羽大物町６８番地

075-681-4339

075-681-7213

30

○

○

株式会社 三笑堂 洛西営業所

代表取締役 上田勝康

京都府京都市西京区大枝北福西町３丁目２－５

075-334-3410

075-334-3411
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31
○
株式会社 三宅工務店

三宅 尚嗣

京都府長岡京市一里塚２番地１０ アーネストハイツ一里塚１０１号 075-955-1234

075-952-1431

32

登録番号

○

代表者氏名

所在地

電話番号

ＦＡＸ番号

ニチイケアセンター京都駅前

田中 章夫

京都府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５階

075-342-3123

075-342-3124

33

○

髙森工務店

髙森 輝男

京都府長岡京市今里樋ノ尻１４－３

075-757-8908

075-757-8908

34

○

小倉工務店

小倉 一明

京都府長岡京市調子１丁目１５－７

075-951-3252

075-956-1298

35

○

株式会社鈴宏

藤原 宏好

京都府向日市寺戸町初田１２－１５

075-963-6700

075-963-6701

36

○

○

株式会社アート・ドゥビブレ パナソニックエイジフリーショップ京都西

竹中 靖人

京都市右京区西京極南大入町８６-１

075-326-2245

075-326-7336

37

○

○

株式会社ヤマシタ 京都南営業所

川口 真

京都市伏見区竹田西内畑町１４５

075-605-0666

075-605-0688

38

○

株式会社ハウスバンクインターナショナル

後藤 道生

京都府長岡京市野添２丁目１３－１２

075-953-6688

075-953-6700

39

○

有限会社オルディー建設

代表取締役 中島裕司

京都府長岡京市井ノ内上印田１０番地６

075-952-2669

075-953-2252

40

○

株式会社福伸 京都支店

代表取締役 濱田伸二

京都府京都市山科区御陵下御廟野町７－１グランシャリオ御陵１０１ 075-644-5941

075-644-5786

レンタルサービスソラスト伏見

垣村 雄介

京都府京都市伏見区竹田田中宮町９１

075-623-5028

075-623-5040

○

リビングショップ ホリエ

堀江 康雄

京都府長岡京市神足1丁目２－６

075-954-6230

075-954-6210

○

株式会社ヤサカ 京都支店

八坂 肇

京都府京都市伏見区竹田浄菩提院町１１０

075-604-2280

075-604-2282

ゴトウライフクリエイション

後藤 正裕

京都府京都市上京区新椹木町通丸太町下る東土御門町３４５

075-254-8335

075-254-8337

○

株式会社正興工務店

田中 正興

京都府京都市下京区二人司町１５－１４

075-755-4626

075-755-4626

○

京タンスケアサービス

猪坂 政夫

京都府京都市西京区桂畑ヶ田町６１番地

075-392-4115

075-392-4150

○

ライハート

三宅 正記

滋賀県大津市石山寺３丁目１５－３０

077-572-7337

077-572-7141

41

○

42
43

〇

44

○

45
46
47

〇
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