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認証

番号
企業名 業種 所在地

2 医療法人久仁会（鳴門山上病院） 医療業 鳴門市鳴門町土佐泊浦字高砂205番地29

3 徳島バス株式会社
一般乗合旅客自動車運送事業

一般貸切旅客自動車運送事業
徳島市出来島本町1丁目25番地

4 徳島商工会議所 総合経済団体 徳島市南末広町5番8-8号

6 株式会社シケン
技巧物の製造・販売、歯科材料の

販売、咀嚼機能材料の研究・開発
小松島市芝生町字西居屋敷55番地1

8 徳島県中小企業団体中央会 中小企業・中小企業団体支援
徳島市南末広町5番8-8 徳島経済産業

会館3F

9 四国高速運輸株式会社 道路貨物運送業 徳島市東沖洲2丁目62番地

10 一般社団法人徳島新聞社 日刊新聞発行業 徳島市中徳島町2-5-2

11 医療法人倚山会 医療業 徳島市東山手町1丁目41番地6

12 株式会社丸本 食料品製造業 海部郡海陽町大井字大谷41番地

18
有限会社ウイズ（スマイル調剤薬局グ

ループ本部）
調剤薬局 徳島市佐古五番町4番13号

22 株式会社四国銀行 普通銀行業 高知市南はりまや町1丁目1-1

23 株式会社ときわ
ブライダル関連（貸衣装、飲食

等）
徳島市下助任町3丁目20番地2

25 株式会社クラッシー 生活総合支援サービス 徳島市北佐古一番町4-45-6

27 鳴門塩業株式会社
塩及び製塩副産物ならびに包装資

材の製造販売
鳴門市撫養町黒崎字松島53番地

28 医療法人弘誠会 医療業 板野郡松茂町広島字南ハリ13番地

29 医療法人明和会 医療業 徳島市国府町早淵字北カシヤ56番地1

30 有限会社たまきメディカルサポート 社会福祉・介護事業 徳島市国府町和田字居内108番地

31 公益社団法人徳島県労働者福祉協議会 サービス業 徳島市昭和町3丁目35番１

37 株式会社GF 建設業 阿南市辰己町1番地38

40 富岡王子紙業株式会社 紙及びパルプの加工 阿南市豊益町吉田1番地

46 医療法人尽心会亀井病院 医療業 徳島市八万町寺山231

47 医療法人養生園 医療業 徳島市城東町2丁目7-9

49 社会福祉法人さくら福祉会 保育サービス業 徳島市住吉二丁目7番44号

50 株式会社オプトピア 情報サービス業 徳島市中島田町三丁目56番地1

53 株式会社サンエックス情報システム 情報サービス業 徳島市津田本町5丁目2－37

55 社会医療法人凌雲会 医療・介護サービス業 板野郡藍住町笠木字西野50－1

57 四国部品株式会社 輸送用機械器具製造業 阿波市市場町市場字岸ノ下232番地1

59 さくら社会保険労務士法人 サービス業 徳島市佐古五番町2番5号

60 株式会社言語理解研究所 コンピュータソフトウェアの開発 徳島市中常三島町1丁目32-1

66 協業組合徳島印刷センター 印刷業 徳島市問屋町165番地

67 社会福祉法人池田博愛会
社会保険・社会福祉・介護保険・

公益事業
三好市池田町州津滝端1271番地7

69 有限会社ヴォーグ 美容業 徳島市福島1丁目10－51

70 医療法人大塚歯科 歯科医療 徳島市通町2丁目14－1

74 医療法人加藤会 医療業 小松島市金磯町10－19

76 株式会社広沢自動車学校 自動車教習の事業 徳島市南田宮2丁目4-3

82 さくら税理士法人 サービス業 徳島市佐古五番町2番5号

86 株式会社ホームケアべんり堂 介護保険事業所 徳島市北矢三町1丁目1-15

87 医療法人とみなが歯科医院 歯科医療業 鳴門市瀬戸町明神字下本城197番地の3

88 有限会社四国メディカルサポート 医療・福祉 徳島市北佐古二番町3－32

92 株式会社松島組 建設業 吉野川市鴨島町牛島1572-1

93 医療法人青鳳会 医療業 吉野川市鴨島町上下島497

96 株式会社アビック
レンタルビデオ店舗運営、宅配弁

当販売等
板野郡北島町鯛浜字川久保211番地6

97 中央電氣建設株式会社 建設業(電気・電気通信工事業) 三好市池田町ヤマダ407番地1

98 自治労徳島県本部 労働組合 徳島市幸町3丁目98

101 徳島健康生活協同組合 医療・福祉 徳島市下助任町4丁目9

104 四国放送株式会社 民間放送 徳島市中徳島町2-5

106 徳島信用金庫 金融業 徳島市紺屋町8番地
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番号
企業名 業種 所在地

108 社会福祉法人白寿会 高齢者福祉 徳島市住吉4丁目11番10号

113 株式会社レイル 調剤薬局 徳島市佐古六番町7-4

114 株式会社マストミ 食料品製造業 徳島市東沖洲2丁目26-14

115 株式会社北島建設 建設業 徳島市中洲町1丁目14

116 三笠電機株式会社 電気工事業 美馬市脇町大字猪尻字建神社下南155-1

117 株式会社サンフォート 飲食業 徳島市南昭和町4丁目11－5

118 有限会社すみれ 児童発達支援 徳島市国府町南岩延字居内652番5

119 田島テクニカ株式会社 製造業 吉野川市山川町湯立402

120 日本労働組合総連合会徳島県連合会 その他 労働団体 徳島市昭和町3丁目35-1

121 社会医療法人川島会 医療業 徳島市北佐古一番町1番39

123 株式会社ヨコタコーポレーション
ベアリング加工、工作機械設計・

製造リユース店運営
吉野川市川島町学字辻4番地2

124 税理士法人マスエージェント その他のサービス業 徳島市春日2丁目3-33

127 社会福祉法人おおぎ福祉会 認定こども園 徳島市八万町広田461番地1

128 医療法人青志会
医療業 社会保険・社会福祉、介

護事業
徳島市昭和町2丁目71番地

129 株式会社齋藤鉄工所 金属製造業 徳島市東沖洲2丁目26-3

130 医療法人悠穣会 医療業 板野郡松茂町中喜来字群恵278番地の7

132 株式会社ボン・アーム 小売業 徳島市南内町１丁目6番地

133 医療法人栄寿会 医療・介護 徳島市名東町1丁目91番地

134 医療法人ひまわり会 医療業 徳島市中洲町1丁目31番地

135 株式会社高橋ふとん店 寝具、インテリア用品の販売 徳島市川内町鶴島105番地3

136 日本システム開発株式会社 ソフトウェア開発 徳島市庄町5丁目81－80

137 社会福祉法人蒼生会 医療・福祉 徳島市八万町大坪287-7

139 株式会社岡部機械工業 機械器具設置工事業 阿南市才見町旭越山25番地1

141 東とくしま農業協同組合 総合農協 小松島市立江町大田ノ浦11-14

142 徳島トヨペット株式会社 自動車小売業 徳島市昭和町8丁目7番地

143 中道鉄工株式会社 生産用機械器具製造業 徳島市北矢三町1丁目2-27

145 医療法人平成博愛会 医療業 徳島市勝占町惣田9

146 日昇商事有限会社 建設資材販売 徳島市新浜町1－1－30

147 四国生コンクリート工業株式会社 生コンクリート製造業 徳島市新浜町1－1－30

148 阿南信用金庫 金融業 阿南市富岡町トノ町28番地14

149 一般社団法人徳島県薬剤師会 検査業務 徳島市中洲町1丁目58番地1

150 株式会社マネジメント・スタッフ
経営コンサルタント,税理士事務

所下請け
徳島市北島田町1丁目3－3

152 医療法人ゆうあい会 医療業 徳島市佐古五番町4-3

153 メグミフーズ株式会社 食品製造業 阿南市新野町北宮の久保30

158 社会福祉法人白鳳会 社会福祉事業 吉野川市鴨島町上下島字大北443番地2

160 社会福祉法人柏涛会 社会保険・社会福祉・介護事業 海部郡美波町北河内字本村344-1

164 株式会社メルクケア徳島営業所 その他の卸売り業
徳島市国府町府中187番地5

(本社：香川県坂出市林田町250-1)

170 生活協同組合とくしま生協 小売業 板野郡北島町中村字東堤の内30-3

172 学校法人四国大学 学校教育 徳島市応神町古川字戎子野123-1

174 四国建設コンサルタント株式会社 サービス業 徳島市応神町応神産業団地3番地1

176 ニホンフラッシュ株式会社 家具・装備品製造業 小松島市横須町5番26号

177 株式会社イルローザ 食料品製造・小売業 徳島市南沖洲5丁目6番20号

179 株式会社フジタ建設コンサルタント
建設分野に関するコンサルタント

業
板野郡北島町鯛浜字原87－１

184 はーとふる川内株式会社 その他サービス業 板野郡北島町高房字居内1-1

186 株式会社グローバル・アシスト
その他の小売業（調剤薬局）・介

護事業
徳島市北常三島町1丁目10－17

191 株式会社クレア 介護事業 板野郡藍住町住吉字藤ノ木83－2

193 社会福祉法人美馬市社会福祉協議会 社会福祉・介護事業 美馬市脇町大字脇町1265-1

196 社会福祉法人健祥会 社会保険・社会福祉・介護事業 徳島市国府町東高輪字天満356番地1

197 社会福祉法人緑風会 社会保険・社会福祉・介護事業 徳島市国府町東高輪352番地3
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199 全徳島建設労働組合 労働組合 徳島市南矢三町3丁目3－29

203 株式会社姫野組 建設業 徳島市佐古八番町5－7

205 株式会社山本鉄工所 産業用機械製造業 小松島市金磯町8－90

206 ドレミファーマシー有限会社 卸売業・小売業 徳島市佐古三番町5－8

208 リサイクルショップエイ・ヤー 卸売業・小売業 徳島市北常三島町3－40

210 株式会社アイネットサポート コールセンター運営、他
徳島市中昭和町1－3（東京都豊島区南

大塚3丁目30－3南大塚アロービル4階）

216 奈良井歯科医院 歯科診療所 美馬市穴吹町穴吹字畑中10-3

217 テック情報株式会社 情報処理サービス業 板野郡板野町犬伏字東谷6番地33

218 株式会社DNP四国 印刷業 徳島市中島田町1丁目15番地

219 オンダン農業協同組合 食料品製造業 海部郡海陽町大井字大谷41番地

220 株式会社山のせ 飲食業 名西郡石井町石井字石井673-12

221 医療法人桜樹会 医療業 美馬市脇町木ノ内3763

222 株式会社イシイフーズ 鶏肉の製造販売 名西郡石井町石井字白鳥310-1

224 社会福祉法人徳島県社会福祉事業団 社会福祉事業 徳島市西新浜町2丁目3番78号

225 医療法人喜久寿会 医療業 徳島市南末広町4－70

226 株式会社八重川 飲食業 阿南市学原町中西15番地2

228 港産業株式会社
オートメ機器・計測器・産業ロ

ボット販売
徳島市川内町平石住吉209番地1

230 特定非営利活動法人徳島大学あゆみ会 保育サービス業 徳島市蔵本町2丁目50-1

231 国立大学法人徳島大学 学校教育 徳島市新蔵町2－24

232 社会福祉法人小渦会 医療業 鳴門市瀬戸町堂浦字阿波井57番地

233 株式会社豊徳 運輸業・請負業 小松島市豊浦町7－2

234 医療法人敬愛会
病院、介護老人保健施設、診療所

等の運営
鳴門市鳴門町土佐泊浦字高砂5

237 船場化成株式会社 ポリエチレン製品製造業 徳島市国府町観音寺梨ノ木665

239 社会福祉法人石井福祉会 認定こども園 名西郡石井町高川原字高川原1254-1

240 四国化工機株式会社 機械製造業 板野郡北島町太郎八須字西の川10-1

241 医療法人かわせみ 医療・福祉業 徳島市八多町小倉76番地

243 フィオレ社会保険労務士事務所 社会保険労務士事務所 板野郡北島町鯛浜字西中野13-8

245 医療法人燈来会大久保病院 医療業 徳島市大道2丁目30

246 株式会社平惣 書籍・CDの販売 阿南市富岡町東新町80-1

248 医療法人清和会（協立病院） 医療・介護 徳島市八万町橋本92番地の1

250 社会福祉法人徳島県心身障害者福祉会
社会福祉事業(障害者支援・高齢

者介護）
板野郡上板町神宅字西金屋36番地1

252 東邦セールス株式会社 リネンサプライ業 徳島市応神町吉成字只津37-19

255 医療法人慈友会 医療・介護事業 小松島市赤石町14番27号

256 医療法人徳松会 医療業 徳島市南庄町4丁目63－1

258 川原歯科医院 歯科医療業 美馬市美馬町字宗重128－1

260 医療法人道志社 医療・福祉 徳島市大原町大神子19番地

261 社会福祉法人清寿会 社会福祉・介護事業 美馬郡つるぎ町貞光字中須賀78番地

262 医療法人いちえ会 医療・介護 徳島市徳島町2丁目54番地

263 国立大学法人鳴門教育大学 教育研究 鳴門市鳴門町高島字中島748番地

265 麻植郡農業協同組合 複合サービス事業 吉野川市鴨島町鴨島106番地11

266 株式会社誉建設 建設業 徳島市国府町北岩延字中屋敷30-3

269 株式会社エス・ビ－・シー
建設コンサルタント、地質調査

業、測量業、建設業
美馬市脇町字西赤谷1063－1

270 株式会社庄の屋
建設資材の販売、エクステリアの

提案・施工、リフォーム
小松島市橫須町9－28

272 社会福祉法人眉山福祉会 障がい福祉サービス 徳島市国府町中字松の本33番地1

273 社会福祉法人愛育会 指定障がい者支援施設 板野郡松茂町笹木野字八北開拓236番地

275 社会福祉法人山城会 介護サービス 三好市山城町西宇1227－4

276 社会福祉法人三美厚生団
障がい者支援事業、高齢者介護事

業、保育事業
美馬市脇町字拝原2853番地1

278 社会福祉法人蓬莱会 社会福祉 阿波市阿波町北整理1番地1
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281 株式会社アステート
人材派遣、人材紹介、アウトソー

シング、キャリアコンサルティン
徳島市昭和町6丁目11番地2

282 社会福祉法人大麻福祉の町 障がい児者の生活支援 鳴門市大麻町板東字広塚43

285 株式会社ＡＧＮ 美容用品・化粧品小売業 鳴門市大麻町檜字西谷山9－49

289 株式会社H＆Yヨシケイ徳島 小売業 徳島市北沖洲3丁目7-4

290 シントク株式会社 建設資材販売及び施工 徳島市川内町加賀須野398－1

295 有限会社多田オート販売 自動車修理販売 板野郡北島町高房字東中道20－3

297 有限会社フジシマスポーツ スポーツ用品販売 板野郡北島町江尻字柳池28－5

298 医療法人むつみホスピタル 医療業 徳島市南矢三町3丁目11－23

301 日産常盤株式会社 製造業 徳島市南矢三町2丁目8番22号

303 Nico Kids English 英会話教室 徳島県吉野川市鴨島町上下島128-20

304 株式会社アモウ工業
土木建築資材販売・中古商品販売

買取
板野郡北島町高房字東野神本4－1

306 有限会社板東新聞店 新聞販売店 板野郡北島町中村字本須22－6

309 社会福祉法人青香福祉会 社会福祉事業 徳島市川内町平石住吉183番地

311 石井町商工会
サービス業（他に分類されないも

の）
名西郡石井町石井字石井431－2

312 徳島石油株式会社 石油販売業 徳島市末広1丁目2番43号

313 冨永歯科医院 歯科医療 徳島市北沖洲2丁目8－44

315 株式会社日産サティオ徳島 自動車販売・整備業 徳島市応神町古川字日の上8番地

316 王子製紙株式会社 紙パルプの製造及び販売
阿南市豊益町吉田1番地

（東京都中央区銀座4－7－5）

319 株式会社ＭＡＧＩＣ－ＬＡＢ 製造業 徳島市八万町上福万218－13

320 一般社団法人とくしま健康サポート 調剤薬局 徳島市北前川町4丁目11－2

323 株式会社井上組 建設業 美馬郡つるぎ町半田西久保342－3

324 医療法人マツモト歯科医院 歯科医療 阿南市津乃峰町東分114－7

327 株式会社山全 建設業 三好市池田町白地井ノ久保929番地2

328 社会福祉法人川内南アコール会 保育事業 徳島市川内町下別宮西38番地2

329 有限会社三谷薬局 調剤薬局 徳島市幸町3丁目37番地

331 株式会社ケージェーケー 軸受旋削品 小松島市金磯町8番79号

332 Hair Room Bull 美容業 板野郡北島町高房字勝瑞境53－5

333 木内商事株式会社 衣料品販売 板野郡北島町鯛浜字原82－3

334 美容室 Rucha 美容業 板野郡北島町鯛浜字かや153－7

335 株式会社だるまや 化粧品小売 板野郡藍住町勝瑞字新田5－1

336 医療法人きりの歯科クリニック 歯科診療所 吉野川市鴨島町西麻植字広畑88－1

337 佐野社会保険労務士事務所 学術研究、専門・技術サービス業 徳島市末広4丁目5番38－1

338 株式会社ミニマルデザイン 学術研究、専門・技術サービス業 徳島市吉野川市鴨島町上下島157－2

339 株式会社アルボレックス 木材木製品製造 徳島市津田海岸町4番59号

341 株式会社いさわ サービス業 徳島市住吉1丁目7－20

344 日本フネン株式会社 金属製品製造業 吉野川市川島町三ツ島新田179－1

345 ネッツトヨタ徳島株式会社 自動車販売及び修理 徳島市昭和町4丁目11－4

346 有限会社コスモエナジー ハーネスの組立・加工 小松島市立江町字万代12番地

347 ミッド・インターナショナル株式会社 スマートフォン関連商材の販売 徳島市沖浜東2丁目8

348 医療法人彰美会 西新町二丁目クリ 内科・皮膚科クリニック 徳島市西新町二丁目7－3

349 株式会社AIサポート コンタクトセンター事業
東京都豊島区池袋二丁目9番4号（徳島

市南昭和町1－15－1豊千ビル2F）

350 株式会社優護 老人福祉事業 徳島市住吉3丁目1-23 第3三宅ビル1F

352 株式会社ツーピースコーポレーション 福祉サービス業 徳島市国府町日開字中898番地4

353 地方独立行政法人徳島県鳴門病院 医療業 鳴門市撫養町黒崎字小谷32番

354 長崎鍼灸整骨院 鍼灸整骨院 徳島市福島二丁目2－13

355 おおた在宅クリニック 医療
徳島市吉野本町6－42 コレクティブハ

ウスなじみ101

356 社会福祉法人幸生会 こやす認定こど 認定こども園事業 小松島市田浦町子安73

357 トヨタカローラ徳島株式会社 自動車販売 徳島市諭田町本浦下67－1
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358 株式会社エクセレントケアシステム 介護事業 徳島市かちどき橋1丁目22-1

360 社会福祉法人三好市社会福祉協議会 社会福祉事業、介護サービス事業 三好市池田町サラダ1884番地4

361 藍住町商工会 経済団体 板野郡藍住町奥野字矢上前41－3

362 医療法人平尾レディースクリニック 産婦人科診療所 徳島市西須賀町下中須85－7

363 日亜化学工業株式会社 製造業 阿南市上中町岡491番地

365 特定非営利活動法人いのちのさと 福祉業 徳島市国府町矢野325－2

366 医療法人カンガルー歯科 歯科医院 徳島市国府町芝原字天満16－5

367 NAIL SALON R ネイルサービス業 徳島市名東町3丁目526－4

368 医療法人斎藤歯科医院 歯科診療所 板野郡藍住町住吉字神蔵209－1

373 藤田商事株式会社
総合エネルギー事業（プロパンガ

ス、石油等）
美馬市脇町大字猪尻字西分9番地

374 光洋シーリングテクノ株式会社 オイルシール製造業 板野郡藍住町笠木字西野39

375 株式会社ホンダカーズ徳島 小売業 徳島市応神町東貞方字諏訪ノ市16番地

376 社会福祉法人あさがお福祉会 社会福祉事業 徳島市大原町外籠38番地

377 株式会社徳島四国ダイケン ビルメンテナンス業 徳島市八百屋町2丁目7番地

378 スマイルホールディングス株式会社 医薬品卸売業 徳島市佐古五番町3－14

381 医療法人山本歯科医院 歯科診療所 小松島市松島町13－32

382 社会福祉法人幸樹福祉会青葉保育園 保育所 徳島市北矢三町二丁目7－56

384 株式会社稲垣 食品卸売業 徳島市東沖洲2丁目12番地

385 医療法人三輝会稲山病院 医療サービス 徳島市南田宮4丁目3番9号

386 株式会社布川製作所
住宅内装部材(室内建具等)の製

造・販売
徳島市東沖洲2－5

387 株式会社KOFS 飲食業、菓子製造業 徳島市八万町犬山233－6

388 医療法人松本眼科 眼科医院 阿波市阿波町高垣50－2

389 株式会社リブレイス 保険業 板野郡上板町引野字東原37－1

391 徳島ヤクルト販売株式会社 乳製品、飲料、化粧品卸売業 板野郡北島町中村字本須58

393 板野郡農業協同組合 総合農協 板野郡上板町神宅字宮ノ北22番地

395 医療法人枡富歯科医院 歯科診療所 板野郡藍住町奥野字中須94-1

398 株式会社小川製作所 製造業 徳島市国府町芝原字天満65-3

399 株式会社スバル設計 建築設計監理 三好市三野町太刀野5-6

400
特定非営利活動法人藍住町手をつなぐ

育成会
障害福祉サービス事業 板野郡藍住町東中富字西安永133-59

401 冨士ファニチア株式会社 家具製造販売 板野郡板野町矢武字神ノ木1-1

402 徳島ロイヤル病院 医療業 小松島市中田町字新開48

403 シーツービーテック株式会社
人材サービス事業・教育サービス

事業
徳島市南昭和町4丁目92-13

404 社会医療法人あいざと会 医療業 板野郡上板町佐藤塚字東288-3

405 株式会社ふじや 飲食業 徳島市国府町日開東456-2

406 株式会社山城しんこう 観光業 三好市山城町上名1553番地1

407 株式会社マイオール 一般労働者派遣事業 徳島市国府町南岩延字南原792-1

409 丸善商事株式会社 石油製品卸・小売業 徳島市中洲町1丁目5番地

410 株式会社徳島共和薬品 医薬品販売業 徳島市丈六町西高木64-1

411 徳島製粉株式会社 食料品製造業 徳島市南二軒屋町3丁目1-8

414 理容たけうち 理容 板野郡藍住町勝瑞字東勝地392-29

415 合同会社たけのこ 社会福祉 板野郡板野町川端字金泉寺東20番地2

416 光設計株式会社 建設コンサルタント 徳島市川内町平石住吉189番地2

417 有限会社木内電器商会 小売業 板野郡北島町中村字明神下10

418 株式会社フォレストバンク 森林管理、環境エネルギー事業 徳島市沖浜町北畑513-3

419 徳島トヨタ自動車株式会社 自動車販売及び修理 徳島市中前川町五丁目1番地1

420 丸久株式会社 衣料品製造卸 鳴門市撫養町斎田字浜端北72番地

421 株式会社ｅｎ 飲食業 鳴門市撫養町斎田字北浜194

422 株式会社多田建道路 建設・土木工事業 徳島市南昭和町3丁目23－6

423 株式会社長江土建 介護事業 美馬市美馬町字柿木16番地の3

424 合同会社しあわせ工房 福祉 徳島市南沖洲一丁目1番15号
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425 医療法人寛貴会 歯科医院 板野郡北島町鯛浜字西ノ須174

426 アウトフィット有限会社 教育・学習支援業 美馬市美馬町字中筋51

427 協同組合コラボワークス 外国人技能実習生受入事業 吉野川市鴨島町内原字桑ノ内45-3

428 スカイレンタカー四国株式会社 自家用自動車有償貸出事業 徳島市応神町古川字日ノ上8番地

429 有限会社三輪鉄工所 建築鉄骨製造・組立 徳島市大松町大久保12

430 有限会社若葉書房 書籍・教材の販売 徳島市佐古五番町12-12

431 株式会社マルハ物産
農産物加工食品の輸入、製造、販

売、缶詰類の製造、販売
板野郡松茂町住吉4-3

432 株式会社栄進産業 製造業（金属加工業) 板野郡板野町吹田字平山156-1

433 医療法人鳴門歯科 歯科医院 鳴門市撫養町小桑島字前浜269

434 ニタコンサルタント株式会社 建設コンサルタント 徳島市川内町鈴江西38番地2

435 医療法人輝樹会 歯科医院 徳島市沖浜町3丁目64番地

436 特定非営利活動法人グリーンバレー まちづくり 名西郡神山町神領字中津132番地

437 特定非営利活動法人とらまる保育園 保育所 板野郡北島町鯛浜字大西153番地5

438 医療法人ひなた 医療・福祉 徳島市末広2丁目1-111

439 社会福祉法人仁栄会
障害者の生活支援及び障害児の発

達支援、相談等
板野郡松茂町広島字鍬ノ先23番地1

440 株式会社豊結会 介護・障害福祉事業 徳島市国府町府中592番地7

441 株式会社リハホワイト 介護・障害福祉事業 徳島市南田宮一丁目1番47号

442 アービック有限会社 保険業 徳島市助任橋1丁目24-1

444 有限会社四国エレファント工業 貯水槽清掃、配水管つまり修繕 徳島市川内町平石夷野417番地の2

445 徳島空港ビル株式会社 不動産貸室業 板野郡松茂町豊久字朝日野16番地2

446 協同組合 徳島県旅行業協会
サービス業

徳島市昭和町3丁目35番地2 ヒューマ

ンわーくぴあ徳島2F

447 徳島県電気工事業工業組合
複合サービス業

徳島市昭和町3丁目52番地2 労働福祉

会館別館3F

448 さかい整骨院 柔道整復業 徳島市国府町櫻間字銭亀33-1

449 株式会社ＪＥＰＹ サカイリハトレセン 通所介護 徳島市国府町櫻間字銭亀33-3

450 医療法人 斎藤整形外科 医療業 鳴門市撫養町小桑島字前浜217番地

451 マキ歯科医院 歯科開業 徳島市不動本町1丁目251番地

452 スエキソーイング合同会社 繊維縫製品の製造 徳島市南矢三庁2丁目8番22号

453 社会福祉法人揺籃福祉会 幼保連携型認定こども園 徳島市新浜本町2丁目2－23

454 株式会社アイデル イベント業 徳島市東沖洲1丁目7
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455 株式会社阿波すだち 介護支援事業ほか 阿波市阿波町南五味知104-2

456 株式会社大竹組 建設業 海部郡牟岐町大字中村字本村85-1

457 加茂名小学校PTA学童保育会 学童保育 徳島市庄町5丁目35番地

458 株式会社セツロテック
製造業（ｹﾞﾉﾑ編集受託ｻｰﾋﾞｽ業）

徳島市蔵本町3丁目18番地の15 藤井節

郎記念医科学センター

459 株式会社ボデーショップ平松 自動車 鈑金塗装 整備業 徳島市論田町元開24番地の13

460 森介護事業所株式会社 訪問介護、有料老人ホーム 板野郡藍住町矢上字原78番地5

461 株式会社アスカ 産業機械部品製造 板野郡上板町上六條字南開410-5

462 株式会社三木組 総合建設業 吉野川市川島町桑村625

463 株式会社エコラボ41 卸売業 吉野川市鴨島町飯尾407

464 株式会社アズマ建設 建設業 徳島市川内町小松東58-11

465 西野電機工業株式会社
電気工事業、電気通信工事業、消

防施設工事業 徳島市北田宮2丁目14番52号

466 株式会社アクセル徳島 建設業 徳島市南前川町5丁目1-1

467 有限会社青木組 建設業 阿南市桑野町花坂64番地35

468 全国一般徳島地方労働組合 その他の事業 徳島市昭和町3丁目35-2

469 一般社団法人徳島市医師会 経済団体 徳島市幸町3丁目77

470 藤井鉄工建設株式会社 建設業 那賀郡那賀町小仁宇字大坪49番地

471 阿南測量設計株式会社 技術サービス業 阿南市宝田町今市西ヤシキ24

472 相互建設株式会社 建設業 那賀郡那賀町谷内字下傍示296番地1

473 宍喰建設工業株式会社 総合建設業 海部郡海陽町宍喰浦字松原81番地2

474 上板町商工会 経済団体 板野郡上板町七條字西栗ノ木6-4

475 有限会社高木建設 建設業 美馬市美馬町字露口84-7

476 有限会社松島タクシー 一般乗用旅客自動車運送業 板野郡上板町鍛冶屋原字北原56-2

477 株式会社森川建設 建設業 小松島市中田町浜田1番地の2

478 有限会社谷崎組 一般土木建設工事業 那賀郡那賀町平野字庵前21

479 株式会社八千代組 総合建設業 阿南市富岡町内町211番地

480 サポート株式会社 建設業 徳島市川内町旭野82番地14

481 株式会社広瀬組 建設業 那賀郡那賀町土佐字南川84-1

482 株式会社木村工業 建設業 小松島市横須町9番2号

483 株式会社福井組 総合建設業 鳴門市大麻町市場字川縁35番地の1

484 合資会社山口組 建設業 三好市三野町太刀野7番地

485 株式会社津川組 建設業 美馬市穴吹町三島字三谷346-1

486 那賀町商工会 サービス業 那賀郡那賀町延野字王子原31-1

487 廣間組有限会社 建設業 那賀郡那賀町木頭出原字イシノモト28-

488 宮﨑基礎建設株式会社 建設業 鳴門市大麻町三俣字津久田61-1

489 ヘイワ工業株式会社 建設業 徳島市川内町米津22-1

490 株式会社徳重 建設業 板野郡北島町中村字本須107

491 有限会社采本建設 建設業 三好市東祖谷樫尾361番地

492 株式会社石井組 建設業 徳島市一宮町西丁1020番地

493 海陽町商工会 経営改善普及事業、地域振興事業 海部郡海陽町大里字上中須60-1

494 徳島電機産業株式会社 建設、電気工事業 阿南市那賀川町上福井南川淵39-10

495 きわみ道路株式会社 建設業 鳴門市鳴門町高島字竹島250

496 三和空調株式会社 建設業 徳島市昭和町1丁目72-1

497 三和プラントエンジニアリング株式会 建設業 板野郡北島町太郎八須字新開1-10

498 有限会社オートサービスエンドウ 自動車整備業 阿南市才見町田中29-1

499 有限会社吉田建設 建設業 美馬市穴吹町三島字小島121-3

500 川友建設株式会社 建設業 板野郡上板町引野字山本35番地の7

501 友心建設株式会社 建設業 阿波市吉野町西条字町口209番地7の1

502 株式会社司工務店 建設業 徳島市末広1丁目3番24号

503 南建設株式会社 建設業 美馬郡つるぎ町貞光字江ノ脇50-2

504 医療法人おかやま歯科 歯科医療 徳島市福島1丁目10-68

505 医療法人あおぞら内科 医療業 吉野川市鴨島町知恵島720-7

506 有限会社明光 建設業 徳島市大原町籠15番地


