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若井左官 八進フードセンター 来夢 人見タイル工業 焼肉　富士 武田商店 鈴木豆腐店 ㈲ダムパーク大野

山内瓦工業 岡本自動車工業 プチハート ジェノア 長井商店 民宿みやま 玉山工業㈱ ㈱寿工業

広瀬缶詰製造所 上岡塗装 ㈲佐々自動車 福田商店 ㈱アール･キャンベル 朝田商店 長竹 ㈱ 谷理容室 田中板金 ㈲大野屋

片山金蔵商店 インテリアシゲル ㈱明田自動車工業 笠浪㈱ 福井鍼灸･整骨院 八ｹ峰荘 喫茶　たいむ よしの 土井商店 ㈲タナセン

福嶋こうじや 久次米電気店 進和自動車工業 宗形建材 食道具　竹上 オオウエ工務店 中西建具 ライオン精肉店 鶴ｹ岡　製紐工場 山内設備

㈱豊和 小杉電気商会 丸安自工㈱ 波部産業㈱ リメイクファクトリー　オカダ 美山ストアー 中西工務店 外山自動車工場 ㈱土本製作所 中野板金

㈲ 朝日製粉所 ＫEＰ㈱ 平野自転車商会 ㈲平井石材工業 おおるり鍼灸整骨院 ファミリーショップ　オオスミ 長田建設工業㈱ 中井製紐工場 アグリテック南條 ㈱京都みやび交通

明田もち店 ㈱佐々木電工 ㈱平井家具店 ㈲八田サルベージ ジヤトコ㈱八木・京都工場 大野製作所 長野電気商会 中島建材 藤田　博 ㈲かやぶきの里

㈱仙太郎 ㈱今西住設 ㈱波部畳店 レッカーサービス久世 NK企画 大野呉服店 西工務店 カットサロン　なかじま 細川商会 ヴィーイクル　イワハシ

八木酒造㈲ 中村電業 八木金物㈱ 理容　中川 西田サービス 大野デンタルラボラトリー 西野商会 西野鉄工所 堀口畳店 ㈲むらおこしセンター知井の里

良井産業 ひろせ瓦屋根工業 ㈱ながつかアームズ ヘアーサロンせき 矢田石油(株) 大牧瓦工業 畑野耕雲堂 ㈲ヤマヨストアー 皆本文化堂 ㈱ネットワーク平屋

共同製綿 ㈱ＭＩＣ 麻田角店 ヘアーサロンオノエ （特）宅老所ほっこり ㈱長田工業 平井商店 Yショップ　やまよ 京都美山サラダ館 フルヤ機工

秋田ミシン商会 京造園イエガキ マツモト電化 中沢理容所 西村好高測量登記事務所 ハリマ家 健康ｶｲﾛﾌﾟﾗｸﾃｨｯｸ南丹整体 橋本製作所 双葉美容室 ㈲美山観光バス

廣瀬産業電気工事 オーダー枕　やぎくま ㈲福田電気商会 冨士美容室 アストグリーン 勝山畳店 ㈱福田工務店 山　匠 山崎建具店 なかよし会

㈲大功製作所 八木直呉服店 ㈲片谷電器商会 ラッキー美容室 松本事務所 勝山商会 松田商店 ㈲美山興業 京都エフティー㈱ 美山　粋仙庵

㈲明田建具 加地商店 ヒトミムセン 南丹電機㈱ 丸削　HOOF　CARE ひまわり美容室 松田自動車工業所 林　保 ドライブイン　美山 森神工務店

三和印刷㈲ 洋品のマツモト デバタ電気 今西表具店 アサイスポーツガーデン 多治見板金 民宿　もりしげ ジョルジュ ㈱宮本組 京都美山「大きな木の家」

㈱宅間製本紙工 タチバナヤ 辰己工業 玉年堂 ﾚｽﾄﾗﾝ　れいん房 北桑電機製作所 山内木材木工部 ㈱平山組 能瀬洋品店 ㈱京・美山ゆばゆう豆

㈱村山化学研究所 八木岩洋品店 人見薬品 共伸建築協同組合 (株)プライムワン まるや 山内寛治 藤本林業 坂井工務店 田中内装

㈲共栄砥石工業所 加茂洋装店 タンバヤ薬局 ㈱片山測量設計事務所 ㈲クレスト 民宿　久や 清水土木建設㈱ 三宝商会 ㈱大町測量 ニシオサプライズ㈱

石勝石材店 ワークショップ・オオツキ サワダ化粧品店 ㈲ボディショップ小西 バーズパラグライダースクール 中島商店 にしむら繊維㈱ 宇治電器工業㈱ きぐすりや JIN建築設計

やぎ工芸企画 ㈱マツモト みの吉 ㈲ﾘﾍﾟｱﾍﾟｲﾝﾀｰｽﾃｰｼｮﾝﾔｷﾞ ㈱北陸近畿クボタ南丹営業所 ㈲枕川楼 マルジョウ住設 オープン工業㈱美山工場 ㈱フレグランス･カントリー美山 オ－ベルジュ　ナカザワ

ヤマナカヒューティック㈱ 魚好食料品店 八木農機 ㈲サカエ産業 Beautyモモ美容室 長野酒店 ㈱平屋製作所 江丹産業㈱ 亀太呂 北川工務店

山田仏具製作所 ﾌﾚｯｼｭﾏｰﾄ木村力商店 今西肥飼料店 京都タクシー㈱ ㈲ユートピア室橋 長野石油 ㈱ﾚｽﾄﾗﾝ　芦生 美容室　すぎもと アズマシステムサービス 美山陽だまりアロマ亭　野の花

二九精密機械工業㈱ しみせ 梅松石油㈱ 南丹タクシー ㈱マツモト 野口土木建設㈱ ㈱静家 美山名水㈱ 大棚石油 一品料理　まつり

綺羅産業開発 ㈲河田商店 大西好文堂 京都南丹観光㈱ ㈱松村組 ハートカントリーストーブ 新　秀雄 菅生縫製 田歌舎

浅野陶房 ヤマキチ酒店 湯浅快々堂 西京都保険サービス㈱ 理容　もりもと 美容室　トントン ㈱ミヤジマデンカ 仲江工務店 遊心庵　百日紅

三協製線㈱ 綿利酒店 トモエヤスポーツ かわかつ花壇 ㈲芦生の里 美山ウッドエンジニア 美山総合木炭生産組合 美山造園 えびさか

㈱第一土木 ｻﾝｼｬｲﾝﾏｰト　ヒライ あみや サイトフォークリフト工業 モンジ産業㈱ 寺井商店 美山化成㈱ 堀商店 前田木材

㈱大建 松本文栄堂 松屋時計店 ㈲明商物流 大野左官 外田養鶏場 上田建築 誠薫彫刻工芸 ノエビア美山中央

谷口建設 いちはら商店 ヨネダ時計店 山田工務店 河野牧場 美山ふるさと㈱ 市川工務店 ㈱古屋建築 いおり山荘

共栄工業㈱ 福常精肉店　 人見たばこ店 大西産業 いそべ 美山自動車 市原左官工業 美山和装

㈱八木造園土木 ㈲ミートひろせ フラワーショップ美園 アストラ 岩崎建具 つるや 大矢吉 モンジ自動車販売

㈱松本建設 かね市商店 福井耕玉堂印房 コスモ保温 太田自動車整備工場 梶原商店 柿迫林業 大成産業㈱

ひさし工務店 広瀬商店 喫茶スナック　パピヨン 男前豆腐店㈱京都工場 大前金物店 梶原商会 柿迫義昭 ㈱美山建設

㈲日置中川工務店 角松菓舗 ㈱八光館 人見建築工業 たけよし シック 中風寺 福原工務店

竹井工務店 森彦菓舗 お食事処　八百源　　 ㈲市原電建 加地六商店 ㈱小松林業 相模工務店 京美風香

㈲ジャパンルーフ 米儀福寿堂 お食事処　まるや ツールボックス 加藤理容院 阪中薬局 佐々木石油店 ㈱半兵衛麩　美山工場

広瀬建設 原祐商店 ﾚｽﾄﾗﾝいけじゅう 大進商会 BARBER平川 鈴木モータース 佐野鉄工 美山ハイマートユースホステル

麻田鉄工 (株)京都ﾋﾞｼﾞﾈｽｺｰﾁﾝｸﾞ 新開亭 ㈲油作岡田化学工業所 菅井建設㈱ 竹内工務店 ㈲島田組 ㈲福本コンサルタンツ

八木鉄工所 常陸オート㈱ 多久満 ＭＩＭＯSＡ 末武商店 ㈲竹島電機 下田石油 ファン

八 木 町 美 山 町
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片山時計店 井上刃物 ワードロープ ㈱高屋組 ㈱野中組 ㈱ｆａｔマネジメント 塩貝板金工業所 安達新聞舗

おしゃれの店　カタヤマ　 石長石材店 野中商店 ㈱高屋土建 さぬきうどん　さか栄 明光義塾 南丹教室 塩貝工務店 むつみ

園部重工業㈱ ㈱でんき館　キリノ わんまいる新町･おおにし 昆布のはしもと 誠長設備工業 ㈱八輝社 スプリングスひよし 谷内建設 共立グラビア㈱

㈱東光弁製造所 酒のきりやま かいちや旅館 園美容室 その装美 美容室ここち ストアー丸中 南工務店 ㈲塩恵商店

日本特殊研砥㈱園部工場 Ｌｉｆｅ　ｓｈｏｐ　コテラ 片山木工所 パパふりっと 潮田工務店㈱ 奥村弘樹写真事務所 谷荒物店 金子建設工業㈱ ジュエリーパリス

パール染色㈱ スナック　呼子鳥 小島屋旅館 ㈲チェリー フナサカ自動車 ㈱ＣＡＲレンタカー 明田商店 まこと電器 京都日吉観光㈱

前田興業㈱　園部ビューホテル 佐井忠本店 沢田工務店 人見鐵工㈱ 潮田商店 ㈱さとう　ﾌﾚｯｼｭﾊﾞｻﾞｰﾙ園部店 ヘアースタジオホリ 中島商店 南丹市福祉ｼﾙﾊﾞｰ人材ｾﾝﾀｰ日吉支所

るり渓開発㈱ 三亀楼 西村水道店 キタムラオート 仲電気商会 タバタ測量事務所 吉田文具店 日興建設㈱ ㈱京宗技研

十川産業㈱京都工場 笹源商店 ㈱野々口工務店 オフィス　ピコッツ ㈲コテラ企画 西村工務店 伊藤畳店 ㈲弘悦 井尻義明

ＮＴＴビジネスソリューションズ㈱ 花　シノヅカ 畑ふとん店 ワコールの店　レミック 吉田クリーニング ㈲中京交通 日吉電器商会 勝田商事 食彩　あん

㈱湖池屋　京都工場 しつみや 眞野米穀商 羽山建設㈱ ㈲小林加工所 ㈱ライトウェイ 井尻建設 川隅紙工 農園食堂Ａube（はやし丹）

㈱ダイコー たつみや化粧品店 ㈱西日本ツーリスト ㈱淡路屋 ㈱S.R.M　南丹支店 朝日新聞ｻｰﾋﾞｽｱﾝｶｰASA南丹 山内モータース みやび 香川興業

オータ建機㈱園部営業所 和ごころ　人形の竹中 斉藤税理士事務所 だるまや 中西機械㈱ 司法書士南丹下村事務所 ハウジングワークスイジリ 猪奥米油店 ㈱京和楽

㈲三宅新聞舗 田中精肉店 手芸の店　このみ 写真のミムラ コバヤシ工務店 ㈱SAFARI ㈲京成企画・日吉荘 カットサロンうえはら 和創工房　京乃彩

水野鍼灸院 内藤オート電気 十倉計治郎商店 ㈲園部自動車工業 コテラ木材 中華料理ﾗｰﾒﾝｷﾞｮｰｻﾞ　点点 昭和堂クリーニング店 日吉電器商会 南　健二

㈲園部協同ガス　南丹すまいる ㈲布安商店 ㈲佐藤土木 喫茶　ポエム ㈱カードック　オクムラ 京都・らー麺一喜蔵 吉田モータース 西山酒店 パン工房　農～みのり～

㈱京神索建 ㈱樋口商店 ﾌｧｯｼｮﾝｼｭｰｽﾞ　タキムラ ㈲高野ガラス 船南土建㈱ クールジェイ㈱ 丸山縫工所 奥井商店 京都丹波黒豆工房

片山食料品店 松屋はきもの店 ㈲いちたに 西山工業 クリーニングショップ　ユニーズ 木材商　関木材 野田電気工事 ヘアクラフト・カツダ 南丹オートサービス

北村写真研究所 松本畳店 井尻板金工業所 森板金工業所 ㈱エーワン　スプリング ㈱ハロー南丹 立花一級建築士事務所 ㈱国元組 NOBUKO－DESIGN

㈱くりや ファミリーファッション　まるわかや 内田美容院 カーライフ西京都㈱ ㈱ワールド　エンジニアリング インシュアランスウエダ ログテラスかぐら 板山建設 ㈱農神輿

フードショップ　細見　 森本建具 ㈱カタヤマ時計店 ㈱京光石油 沖野製作所 ㈱マツモト 水口建具店 プップ屋 ㈲アグロス胡麻郷

京懐石　吉勝 森正仏堂 ㈱共立工務店 すし幸 平田酒店・るり漬本舗 伊丹産業㈱南丹営業所 ㈲木村建材 滝沢モータース オフィスファスト亀岡

川西通夫税理士事務所 山崎屋酒店 桐織物工場 野々口タイヤ商会 ㈲都商事 割烹ひぐち 日吉繊工 電化サイクルタニ Trois-Fleurs

㈱村田工務店 山下牛乳店 ㈱さつき 喫茶　スワン 奥村縫工所 ㈲平井鉄筋工業 近藤酒店 ㈱内藤商店 urujyu

うを亀本店　 ギフトの店　ゆあさ 高屋歯科医院 森モータース ㈲栄光食鳥 ㈱優都 日吉織物整理加工企業組合 セサミエンジニアリング 日吉町森林組合

時代堂 和田自転車店 ㈱珍工堂 コンテンツ　CONTENTｓ ㈲奥村ｹｰﾌﾞﾙｸﾚｰﾝｺﾝｽﾄﾗｸｼｮﾝ 和食ｃａｆｅ　いこいの里 南口商店 小林木工 ひよしフォレストリゾート山の家

石川楼 ㈱まつみ 畑修ふとん店 カフェ　スヌーズ ㈲共立機工 行政書士　石川　隆事務所 魚喜支店 ノアの箱舟農園 日吉ふれあいの店ピープル

㈱犬石商店 クリーニング大阪屋 ひろせのさん髪や 川勝商店 竹田工務店 ㈱神田組 日吉生コン㈱ 和光織物（企） 京都　山坊主

かどや老舗 たけうち商店 みその薬局 廣瀬自動車工業 大栄商会 ヒグチヒロユキ一級建築士事務所 ミヤマ電子企業組合 胡麻カイロプラクティック 郷の駅　胡麻屋

カメソウ園部店 理容　ささおか ㈱セレマ 榎本建具店 ゑびす ワコー 野中建工 ㈲藤岡工務店

杉森茶舗 佐野電機㈱ スポーツショップ　むらた ㈱木工舎 ㈱前田組 セブン・イレブン園部城南町店 ㈲マルユ建設 丸山電気

園部不動産㈱ ㈱柴田屋本店 エレトップ　ヤマウチ 森瓦店 寺尾道路㈱ 口人の郷 船井産業 芦田新聞舗

髙井電気商会 津多屋 山下石油㈱ ヘアーサロン　かわはら ル・シャンブル ㈱ぼくらがつくるとこうなります 農事組合法人　興風椎茸生産組合 ㈱あしだ

竹中薬局 クリーニング東京屋 喫茶　わかば 河　儀 インテリアRYO コバタケファーム 魚　幸 ㈱マルゼン胡麻SS

も り か 西田鶏肉店 ㈱コザクラ カワハラ商店 ヘアーリゾート　ハティ コメリハードアンドグリーン園部店 小栗鉄工所 内藤自動車商会

なでしこ美容室㈱園部店 日本天鳶絨工業㈱ 能勢クリーニング㈱園部店 坂矢木材㈱ 下西工業 ㈱Ａコープ園部 殿田無線電機商会 MINERVA PRODUCE

ふとんの店　浅田 ㈱樋口電気商会 ａｕショップ園部 ㈱坂本建設 ヤンマー農機販売㈱　園部支店 メガネサロン松山園部店 中坂木材㈱ 船越モータース

犬石金物店 山添酒店 焼肉　味園 山岸電設㈱ 麻田鍼灸治療院 ハートアップ園部 まひづる 塩貝商店

飯田石油㈱ 山本市商店 居酒屋　 きらく 橋本管工 日下社会保険労務士事務所 ミニストップ園部町宮町店 一組土木

㈲かね音 吉田史樹税理士事務所 美容室　デッサン ㈱ムラタ瓦 行政書士　松波企画資料事務所 シミズ薬品㈱ダックス南丹園部店 塩邊工建 グリーンショップ湯浅種苗店

若井左官 ブリオングロード ㈲カツミ警備保障 高屋設備㈱ ㈱井筒八ツ橋本舗 新光悦 得得うどん園部店 京都新装 農事組合法人　グリーン日吉

園 部 町 日吉町


