
令和3年10月31日時点

受付№ 商　号　又　は　名　称 郵便番号 住 所 又 は 所 在 地

市内１ アイ通信システム 池田　均 774-0021 阿南市津乃峰町西分１３３

市内２ (有)青木産業 青木　孝憲 774-0017 阿南市見能林町青木２３８

市内３ (有)アカマツ 唐住　利明 779-1106 阿南市羽ノ浦町岩脇神代地１１

市内４ (株)朝桐教材店 嶋田　健次 774-0044 阿南市上中町南島７５６－５

市内５ (株)アズマ四国 吉岡　明治 779-1106 阿南市羽ノ浦町岩脇ヌクミ５１－４

市内６ アナンクリーン 森本　啓吾 774-0030 阿南市富岡町小山６８

市内７ (有)阿南建装 佐野　智久 774-0030 阿南市富岡町西仲町３３２

市内８ 阿南市環境整美(協組) 遠藤　昌博 774-0047 阿南市下大野町太平２６７－３

市内１０ アナンデンカ(有) 近藤　公子 774-0045 阿南市宝田町荒井３－３

市内１１ 阿南農業（協組) 木村　晃 779-1402 阿南市桑野町上張１５

市内１２ (有)阿南農業サービス 大坂　温代 779-1243 阿南市那賀川町上福井橋本１－４

市内１３ (有)阿南美装 山本　弘 774-0043 阿南市柳島町権ノ神２８－１

市内１４ アナン薬局 田中　奉子 774-0030 阿南市富岡町滝の下１７－４

市内１５ 阿南輸送(協組) 谷　章次 771-5170 阿南市楠根町津越１８２

市内１６ 阿波蒲鉾(株) 谷　武司 774-0023 阿南市橘町豊浜１２－５

市内１７ 阿波通信機器(株) 橋本　壽太 774-0046 阿南市長生町西方５８４－５

市内１８ 阿波電機商会 倉佐　良子 774-0030 阿南市富岡町トノ町１２－２２

市内１９ (有)石橋商会 石橋　芳克 774-0015 阿南市才見町三本松３７-１

市内２０ 石本花店 石本　ハマエ 774-0030 阿南市富岡町寿通２０－１

市内２１ 岩浅印刷所 岩浅　健一 774-0014 阿南市学原町深田２－２

市内２２ (同)岩崎ミシン電器 岩崎　寛和 779-1101 阿南市羽ノ浦町中庄やたけ２７－７

市内２３ うえた屋 植田　猛 779-1620 阿南市福井町浜田４８－１

市内２４ 植政造園 石本　達 774-0030 阿南市富岡町寿通２０－１

市内２５ 馬詰電機商会 馬詰　武志 779-1102 阿南市羽ノ浦町宮倉羽ノ浦居内２１－１

市内２６ (有)エイノー 竹内　伸一郎 774-0013 阿南市日開野町筒路４７－６

市内１７０ (株)エムアシスト 松岡　孝幸 774-0017 阿南市見能林町ふちう4-7

代 表 者 又 は 受 任 者



令和3年10月31日時点

受付№ 商　号　又　は　名　称 郵便番号 住 所 又 は 所 在 地代 表 者 又 は 受 任 者

市内２９ (有)大坂建材 大坂　利弘 779-1243 阿南市那賀川町上福井堂免５４－６

市内３０ (有)大坂商店 大坂　利幸 779-1245 阿南市那賀川町中島１７０－１

市内３１ (有)大津薬局 大津　佳広 774-0030 阿南市富岡町今福寺４０－１８

市内３２ (有)オートサービスエンドウ 遠藤　修 774-0015 阿南市才見町田中２９－１

市内３３ (有)オートサービス・ミヤモト 宮本　正久 779-1401 阿南市内原町亀ヶ前２５－１

市内３４ 大西食品 大西　利明 779-1111 阿南市那賀川町江野島１３３

市内３５ (有)大松谷清掃 大松谷　哲雄 774-0030 阿南市富岡町玉塚３９

市内３６ 小笠電機(有) 小笠　利晴 774-0045 阿南市宝田町平岡８５２－９

市内３７ (株)岡久商店 岡久　真二 774-0017 阿南市見能林町大作半３８－１

市内１６４ (株)岡部機械工業 星場　俊之 774-0015 阿南市才見町旭越山25-1

市内３８ 音響　OZAKI 尾﨑　文祥 779-1403 阿南市山口町森国１７１－１

市内３９ カーサービスコーフィー 木下　貴史 774-0046 阿南市長生町西方３６２－４

市内４０ カイソク(株) 橋本　哲 779-1123 阿南市那賀川町手島はり７－１

市内４１ (有)カイデヤ 賀出　伸吾 779-1101 阿南市羽ノ浦町中庄神木２５－６

市内４３ 加茂谷プロパン(有) 片山 　茂俊 771-5172 阿南市吉井町地神南２０－３

市内４４ (有)ガレージ岡本 岡本　忠晃 779-1102 阿南市羽ノ浦町宮倉本村居内４２

市内４５ (有)喜久屋商店 谷村　嘉啓 774-0023 阿南市橘町西浜１５３－４

市内１７１ 技術士事務所ＮＳサポート 仁木　伸 779-1113 阿南市那賀川町芳崎450-1

市内４６ (有)木田電気 木田　義裕 779-1105 阿南市羽ノ浦町古庄大道ノ西１６

市内４８ (有)キモト写真場 木本　智之 774-0030 阿南市富岡町滝の下１５－８

市内４９ (有)共和 勝瀬　優 779-1245 阿南市那賀川町中島１３５９－１

市内５０ (有)日下石油商事 日下 久春 779-1620 阿南市福井町土井ヶ崎１７－３

市内５１ (有)工藤電器 工藤　敏之 779-1510 阿南市新野町西馬場７８－１

市内５２ 黒川造園(有) 黒川　幸一 779-1620 阿南市福井町色面２４－１

市内５３ (有)桑野自動車 岡山　彰 779-1402 阿南市桑野町紺屋１－２

市内５４ 桑野石油(有) 橋本　隆広 779-1402 阿南市桑野町中野１１６－７



令和3年10月31日時点

受付№ 商　号　又　は　名　称 郵便番号 住 所 又 は 所 在 地代 表 者 又 は 受 任 者

市内５５ (有)ケイ・エヌ・シー 中西　香織 774-0023 阿南市橘町幸野１０２

市内５６ 縣南自動車整備（株） 城　嘉宏 774-0045 阿南市宝田町荒井１７

市内５７ 興南スポーツ 泉　周介 774-0014 阿南市学原町松ノ久保８－１

市内５８ 光陽工具（株） 岩田　靖彦 774-0023 阿南市橘町西浜１５３－６

市内５９ (株)コスモス観光 多田　晃 779-1109 阿南市羽ノ浦町古毛車田１０－１

市内６０ (有)西條農機商会 西條　稔 779-1510 阿南市新野町馬場２－１

市内６２ 佐川電気管理事務所 佐川　惠 779-1106 阿南市羽ノ浦町岩脇中地１０６

市内６３ (株)サムコピア 勝瀬　勇 774-0021 阿南市津乃峰町戎山１１９－４

市内１６５ (株)ＧＦ 藤崎　耕治 774-0001 阿南市辰己町1-38

市内１６８ (株)ジェイ・アイ・ティ 戎谷　一平 774-0013 阿南市日開野町谷田484-1

市内１６７ (株)Shima　Office 島　文男 779-1107 阿南市羽ノ浦町岩脇奥ノ谷6-81

市内６５ (有)島尾表具内装 嶋尾　晃一 774-0023 阿南市橘町幸田１１４－７

市内６６ しまやタイヤ(有) 湯浅　尚武 779-1620 阿南市福井町大原４７

市内６８ (有)車輌販売　安達 安達　寿和 779-1101 阿南市羽ノ浦町中庄洲崎１４－１

市内６９ (有)新栄自動車整備工場 樫原　志朗 779-1402 阿南市桑野町中野１４３

市内１７５ 新野木材(株) 新野　哲朗 779-1510 阿南市新野町入田14-1

市内１６３ 新陽冷熱(株) 美馬　徹 774-0045 阿南市宝田町今市中ヤシキ36-1

市内７０ 杉野タイヤサービス 杉野　幸一 779-1117 阿南市那賀川町島尻９４７－１

市内７１ (株)杉原 杉原　敦史 774-0014 阿南市学原町大深田１９－２

市内７２ (株）すだっち阿南 鈴江　省吾 774-0030 阿南市富岡町今福寺４２－１

市内１７３ ｓｏｙｏ 石川　達也 774-0046 阿南市長生町水ヶ谷17

市内７５ (有)大丸プロパン 岡久　真二 774-0017 阿南市見能林町大作半３８－１

市内７６ 太陽高速印刷(有) 片山　毅 774-0030 阿南市富岡町佃町５５７－１

市内７７ (有)高原商店 髙原　加代子 774-0030 阿南市富岡町西新町４５

市内７８ 竹内産業 竹内　伸二 774-0013 阿南市日開野町九反ヶ坪１２３－１

市内７９ 武智電気管理 武智　成男 779-1245 阿南市那賀川町中島１４３８－５
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受付№ 商　号　又　は　名　称 郵便番号 住 所 又 は 所 在 地代 表 者 又 は 受 任 者

市内８０ タダスポーツ 多田　正美 779-1106 阿南市羽ノ浦町岩脇二反地８０－３

市内１６９ (株)橘コーポレーション 池添　恭弘 774-0023 阿南市橘町中浦73-3

市内８１ (株)タチバナコンサルタント 泉野　陽平 774-0023 阿南市橘町幸野１０－３

市内８２ 谷商事(株) 谷　真帆 771-5170 阿南市楠根町生連36-2

市内８３ (有)タニモトデンキ 谷本　英行 779-1103 阿南市羽ノ浦町春日野１－２３８

市内８４ (有)タブチ写真館 田淵　裕子 774-0030 阿南市富岡町トノ町２８－８

市内８５ (株)たむらのタマゴ 田村　智照 774-0046 阿南市長生町原田１５４－１

市内８６ (有)つちや商店 槌谷　博幸 774-0030 阿南市富岡町内町２５２

市内８７ 津乃峰石油(有) 四宮　修 774-0021 阿南市津乃峰町戎山１５

市内８８ 東條石油店 東條　孝志 774-0023 阿南市橘町大浦２－３

市内８９ 徳島県南メディアネットワーク(株) 清原　裕登 774-0013 阿南市日開野町谷田506-7

市内９０ 徳島資源リサイクルセンター(有) 田上　昌德 774-0044 阿南市上中町中原１０５－１

市内９１ (有)徳島中央観光 西岡　恵美子 774-0014 阿南市学原町中西３５－１２

市内９２ 徳島ミシン修理センター 藤井　恭子 779-1235 阿南市那賀川町苅屋５１０－２２

市内１７２ (有)徳真サービス 今川　博之 774-0043 阿南市柳島町弁財天西1

市内９３ 徳南交通(有) 西岡　恵美子 774-0014 阿南市学原町中西３５－１２、３５－１３

市内９４ 徳南自動車工業(株) 西内　隆彦 774-0021 阿南市津乃峰町長浜１３４－１

市内９５ 富岡王子サービス(有) 島村　泰信 774-0002 阿南市豊益町吉田１

市内９６ トヨタエンジニアリング(有) 豊田　真子 779-1232 阿南市那賀川町西原４４３－５

市内９７ 虎尾商事(有) 虎尾　武俊 774-0023 阿南市橘町東中浜１７４

市内９８ 鳥海印刷(有) 鳥海　勇二 774-0017 阿南市見能林町志んじやく１－４

市内１０１ (有)中富 中富　範子 774-0030 阿南市富岡町東新町１３９

市内１０２ 中西産業(有) 中西　勝二 774-0043 阿南市柳島町中川原３０－１０

市内１０３ ナカノ内装 中野　聰一郎 779-1245 阿南市那賀川町中島６９０

市内１０４ 中山千庭縁 中山　大亮 779-1402 阿南市桑野町ハナ５１－１

市内１７４ (有)ナルディ 住瀬　信太郎 774-0017 阿南市見能林町勘高原18-1



令和3年10月31日時点

受付№ 商　号　又　は　名　称 郵便番号 住 所 又 は 所 在 地代 表 者 又 は 受 任 者

市内１０５ 南部環境設備 児戸　初江 774-0046 阿南市長生町舟付３１－１

市内１０６ 新居電器(有) 新居　正司 774-0030 阿南市富岡町トノ町６５－６

市内１０７ 仁木畳店 仁木　香 774-0046 阿南市長生町上荒井楠ノ前１０－５

市内１０８ 西野工芸 西野　道夫 774-0042 阿南市横見町前田２１

市内１０９ (有)日栄工業 鈴木　琢也 774-0023 阿南市橘町幸野６２－２３

市内１１０ 日光石油(株) 横手 晋一郎 774-0045 阿南市宝田町平岡８９８

市内１１１ (株)日徳 平尾　勲雄 774-0023 阿南市橘町南新田１０－２９

市内１１２ 日本近藤青果卸(株) 近藤　誉史 779-1101 阿南市羽ノ浦町中庄神木６１－１

市内１１３ ｎｏ　ｎａｍｅ 安宅　志津香 779-1105 阿南市羽ノ浦町古庄古野神４－１８

市内１１４ (株)泊洋商事 門田　真貴 774-0013 阿南市日開野町谷田４８７－１２

市内１１５ 橋本砿油(有) 橋本　滋 774-0030 阿南市富岡町西石塚２－１

市内１１６ 羽ノ浦環境サービス 川瀬　純平 779-1101 阿南市羽ノ浦町中庄川ノ東167-3

市内１１７ 羽ノ浦プロパン奈良商店 奈良　一 779-1102 阿南市羽ノ浦町宮倉沢田４５－３

市内１１８ (株)原建材店 原　芳和 774-0014 阿南市学原町中西３８－６

市内１１９ 原田スポーツ 原田　嘉文 774-0017 阿南市見能林町東浦７９－４

市内１２２ (有)ビーエム都産業 船木　武納 779-1510 阿南市新野町月夜１３９

市内１２３ (株)平惣 平野　惣吉 774-0030 阿南市富岡町東新町８０－１

市内１２４ ヒラタ電気管理事務所 平田　一秀 779-1234 阿南市那賀川町古津２４３－１

市内１２５ (株)ヒロ・コーポレーション 四宮　由美子 774-0023 阿南市橘町汐谷32-1

市内１２６ ファッションタウンやまだ 山田　博 779-1620 阿南市福井町大西９０－１

市内１２８ ふくや呉服店 加治　忠 779-1101 阿南市羽ノ浦町中庄やたけ７－７

市内１２９ (有)古川運送 古川　博 779-1620 阿南市福井町吉谷５４－１

市内１３０ (有)フレッシュミート立田 立田　学 774-0009 阿南市西路見町元村３６－１

市内１３１ (株）マザーアースエンタテインメント 篠原　好貴 774-0013 阿南市日開野町谷田５０６－７

市内１３２ (有)マツオカ 松岡　髙志 774-0044 阿南市上中町南島７０４－１０

市内１３３ (有)松原設備工業 松原　義輔 779-1101 阿南市羽ノ浦町中庄原婦知１１－１
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市内１３４ (有)松原デンキ 松原　可定 779-1103 阿南市羽ノ浦町春日野１－６２５

市内１３５ (有)まるす 新田　万寿雄 774-0045 阿南市宝田町荒井５９－５

市内１３６ (有)ミートセンターのべ 延　隆久 779-1246 阿南市那賀川町北中島２３－１０

市内１３７ (株)水田商店 水田　且行 779-1101 阿南市羽ノ浦町中庄神木２４－１

市内１３９ 三ツ葉産業(株) 谷　真也 771-5170 阿南市楠根町津越１８５

市内１４０ (有)美馬石油店 美馬　孝史 779-1111 阿南市那賀川町江野島８３－１

市内１４１ 牟岐線通運(株) 田村　文彦 774-0022 阿南市大潟町210-52

市内１４２ モリシタ電気管理事務所 森下　恒雄 774-0042 阿南市横見町高川原４７－３

市内１４３ (株)森商店 阿南給油所 尾崎　一雄 774-0047 阿南市下大野町渡り上り５２２－１

市内１４４ (有)森清浄社 森　玄徳 774-0021 阿南市津乃峰町西分３５８－２

市内１４５ モリデザイン工房 森　博美 779-1105 阿南市羽ノ浦町古庄古野神４－３７

市内１４６ (有)森本印刷 森本　秀樹 774-0023 阿南市橘町大浦２５－１

市内１４７ 森本清掃 森本　友美 774-0030 阿南市富岡町西池田口４－７

市内１４９ (有)柳本電機商会 柳本　勝彦 774-0023 阿南市橘町西浜１５４－３

市内１５１ (有)山田印刷所 山田　久美子 774-0030 阿南市富岡町トノ町３４－１６

市内１５２ ヨシカワデンキ 吉川　優 774-0009 阿南市西路見町元村１００－５

市内１５３ (有)吉崎建材店 吉崎　義人 774-0017 阿南市見能林町提ノ内８－１

市内１５４ ヨシダ印刷 吉田　庄作 774-0045 阿南市宝田町川原１１３－７

市内１５５ ヨシダデンキ 吉田　敏弘 779-1102 阿南市羽ノ浦町宮倉羽ノ浦居内７３－７

市内１５６ 吉見石灰工業(株) 森　恒視 774-0021 阿南市津乃峰町戎山９

市内１５７ 米崎印刷(株) 米崎　素晴 774-0013 阿南市日開野町九反ヶ坪１１１－３

市内１５８ (同)リアルテク 味間　伸二 779-1107 阿南市羽ノ浦町岩脇奥ノ谷６－２０５

市内１５９ (有)リフレッシュ阿南 遠藤　和紀 774-0047 阿南市下大野町太平２６７－３

市内１６０ ワールドライフサービス(株) 近藤　雅俊 774-0045 阿南市宝田町川原９１－１

市内１６１ (株)ワイエムツー 前川　孝範 774-0045 阿南市宝田町今市柳タイ１０

市内１６２ 若木機工(有) 若木　康正 774-0045 阿南市宝田町川原８５－２



令和3年10月31日時点

受付№ 商　号　又　は　名　称 郵便番号 住 所 又 は 所 在 地

市外１６ (株)アクティオ 阿南営業所 齋　純治 779-1245 阿南市那賀川町中島９４６－１

市外３３ 阿南電機(株) 四国営業所 岡　真二 774-0021 阿南市津乃峰町戎山１１９－３

市外４６ (有)阿波ビル管理 阿南市営業所 小磯　清 774-0046 阿南市長生町岩ノ下４７－２

市外１１４ 王子エンジニアリング(株) 富岡事業部 北本　昌之 774-0002 阿南市豊益町吉田１

市外１２０ (株)オージ 阿南営業所 谷口　政勝 774-0015 阿南市才見町平野２－２

市外２２２ (株)金剛 阿南営業所 井内　理夢 774-0017 阿南市見能林町大作半１－１

市外２２８ サカエティエフサービス(有) 阿南支店 後藤田　健 774-0049 阿南市上大野町大山田下１７－１

市外２３２ (株)笹倉スポーツ社 阿南支店 笹倉　大介 774-0013 阿南市日開野町西居内４５９－６

市外２３４ 讃岐リース(株) 阿南営業所 吉成　浩明 774-0021 阿南市津乃峰町西分４５６

市外２３６ (有)三共クリーン 羽ノ浦営業所 吉本　忍 779-1103 阿南市羽ノ浦町春日野１－２２８

市外２４８ (有)サンビ 阿南営業所 三好　由美子 779-1113 阿南市那賀川町芳崎270　ヴィゴラス参番館500号

市外２５２ 三和シヤッター工業(株) 阿南出張所 菊地　保司 774-0017 阿南市見能林町青木125-1

市外２７４ (株)四国総合ビルサービス 阿南営業所 小西　秀和 779-1102 阿南市羽ノ浦町宮倉太田６

市外２７８ 四国通建(株） 阿南営業所 佐伯　明茂 774-0030 阿南市富岡町佃町５６９－１

市外２８３ (一財)四国電気保安協会 徳島支部　徳島南事業所 島　康成 774-0030 阿南市富岡町西石塚36-3

市外２９０ 四国ビルメン(株) 阿南支店 長池　裕司 774-0023 阿南市橘町西浦１－２

市外２９２ 四国ブロック工業(株) 大野工場 萩原　茂昭 774-0047 阿南市下大野町渡り上り７－３

市外３０８ ジャパンメディカル(株) 阿南営業所 坂田　咲子 774-0017 阿南市見能林町下かうや11-1

市外３２８ 新平和製紙(有) 阿南故紙集荷所 小畠　宏之 774-0043 阿南市柳島町宮ノ北１２

市外３３８ (株)スタン 阿南支店 坪井　幸人 774-0023 阿南市橘町幸野１０７－１３

代 表 者 又 は 受 任 者



令和3年10月31日時点

受付№ 商　号　又　は　名　称 郵便番号 住 所 又 は 所 在 地代 表 者 又 は 受 任 者

市外３８１ (株)太洋美装 阿南営業所 宮本　博司 774-0021 阿南市津乃峰町長浜３８５

市外３８７ 髙木石油(有) 那賀給油所 髙木　公彰 774-0046 阿南市長生町北貝ケ原３－１

市外４０５ (株)中四国クボタ 阿南営業所 篠岡　正和 774-0045 阿南市宝田町平岡７３０－４

市外４１５ (株)ティビィケイ 阿南営業所 上山　郁則 774-0044 阿南市上中町南島７０４－８

市外４６６ 徳島日産自動車(株) 阿南店 新居　誠 774-0017 阿南市見能林町大作半１５－１

市外４７１ (株)徳島マツダ 阿南店 前田　桂史 774-0021 阿南市津乃峰町長浜１１６－２

市外５０２ (株)西岡商会 阿南営業所 西岡　容二 774-0014 阿南市学原町深田３９－１

市外５８１ 東とくしま農業(協組) 那賀川支所 濱田　義弘 779-1114 阿南市那賀川町今津浦喜来３１－２

市外５８６ 日立建機日本(株) 阿南営業所 高島　昭 779-1620 阿南市福井町大原183-1

市外６００ 福山印刷(株) 阿南支店 福山　朝香 774-0017 阿南市見能林町東浦６

市外６４４ ホシザキ四国(株) 阿南営業所 木下　亮 774-0011 阿南市領家町船倉３４３－１

市外６５９ (有)桝田教材 坂本　和裕 771-5170 阿南市楠根町助峰15

市外６６７ 丸善商事(株) 橘出張所 福嶋　孝志 774-0023 阿南市橘町幸野36

市外６７２ 三木資源(株) 阿南支店 岡久　徹 774-0017 阿南市見能林町大作半１７－１

市外７２０ 四電エンジニアリング(株） 阿南事業所 喜多　泰則 774-0023 阿南市橘町幸野１０６

市外７２２ (株)四電工 阿南営業所 横手　英俊 774-0045 阿南市宝田町今市イシン坊２６－１

市外７２３ 四電ビジネス(株) 阿南総合事業所 若田　光 779-1631 阿南市橘町小勝１



令和3年10月31日時点

受付№ 商　号　又　は　名　称 郵便番号 住 所 又 は 所 在 地

市外１ (有)アース 本田　遼 653-0004 神戸市長田区四番町6-1-2

市外２ (株)アートレント 田渕　庸之 770-0873 徳島市東沖洲1-6-2

市外４ (株)アール・シー・エス 吉岡　邦男 760-0020 高松市錦町1-4-37

市外５ アールシー企画(株) 粟飯原　一平 771-0220 板野郡松茂町広島字南の川31-1

市外６ (株)ＲＣフードサービス 徳永　信保 770-0873 徳島市東沖洲2-66

市外754 (有)アイシーランド・マツノ 松野　達也 771-1507 阿波市土成町吉田字御所屋敷ノ二20

市外788 (株)あい設計 四国支社 土岐　裕二 790-0053 松山市竹原2-13-24　ハイシティ松山別棟201

市外７ (株)アイ・ティー・シー 堀　修一 761-0302 高松市上林町309-1

市外８ (株)ＩＪＣ 垣谷　光慶 794-0032 愛媛県今治市天保山町2-5-1

市外９ 愛知時計電機(株) 高松営業所 坂ノ上　元 760-0017 高松市番町1-6-6　甲南アセット番町ビル302

市外10 アイテック(株) 四国支店 東元　一夫 760-0065 高松市朝日町5-4-18

市外11 (株)アイデル 池上　治德 770-0873 徳島市東沖洲1-7

市外823 (株)アイネットサポート 豊田　繁太郎 170-0005 東京都豊島区南大塚3-30-3

市外786 アイリスオーヤマ(株) 大山　晃弘 980-8510 仙台市青葉区五橋2-12-1

市外14 (株)アインス 山﨑　訓康 772-0003 鳴門市撫養町南浜字東浜158-13

市外15 あおき製作(株) 青木　太郎 771-0138 徳島市川内町平石流通団地57

市外808 (株)アクアテック 関西営業所 竹本　孝 662-0834 兵庫県西宮市南昭和町7-28-103

市外17 (株)旭金属 旭　浩司 770-0873 徳島市東沖洲1-12

市外18 旭鉱石(株) 漆原　本晴 771-4265 徳島市飯谷町枇杷の久保13-4

代 表 者 又 は 受 任 者



令和3年10月31日時点

受付№ 商　号　又　は　名　称 郵便番号 住 所 又 は 所 在 地代 表 者 又 は 受 任 者

市外19 朝日航洋(株) 高松支店 及川　雄司 760-0023 高松市寿町1-2-5

市外20 (株)アサヒコーポレーション 田中　哲也 770-0867 徳島市新南福島1-1-6

市外789 (株)朝日空調サービス 泉　基幸 573-0142 大阪府枚方市大峰東町18-9

市外21 朝日設計(株) 徳島事務所 光成　英之 779-0315 鳴門市大麻町市場字東原63-1

市外22 アジア航測(株) 徳島営業所 田中　真樹 770-0841 徳島市八百屋町1-14　グラン徳島ビル

市外790 アジア合同会社 竹本　雄一 770-0943 徳島市中昭和町3-6-2

市外24 (株)アスティス 徳島営業部 中島　伸二 771-0132 徳島市川内町平石夷野224-30

市外25 アズビル(株)
ビルシステムカンパニー高松営業
所

大坪　直美 760-0018 高松市天神前10-12

市外26 アズビル金門(株) 四国営業所 真鍋　修司 760-0018 高松市天神前10-12　香川天神前ビル9階

市外27 (有)東海産 東　照男 770-0872 徳島市北沖洲4-1-38

市外28 (株)アズマスポーツ 鳴門支店 富田　美保 772-0017 鳴門市撫養町立岩字七枚１３９－２

市外29 アセス(株) 四国支店 田村　汎史 799-0111 愛媛県四国中央市金生町下分221-12

市外831 (株)アドバンスホールディングス 徳島営業所 三原　豊昭 770-0841 徳島市八百屋町3-26　大同生命徳島ビル9F

市外31 (株)アトム 東　久雄 770-0053 徳島市南島田町4-24-1

市外32 アトラス情報サービス(株) 八瀬　誠 541-0041 大阪市中央区北浜3-1-6

市外34 (有)阿南ビル管理 南賀　壽次 771-5207 那賀郡那賀町阿井字湯谷37-1

市外35 (株)アネシス 三井　良造 771-0127 徳島市川内町上別宮南175-1

市外36 (有)阿部機工 一森　修史 770-0047 徳島市名東町2-603-10

市外37 阿部商事(株) 阿部　徹郎 779-3303 吉野川市川島町山田字中須賀98



令和3年10月31日時点

受付№ 商　号　又　は　名　称 郵便番号 住 所 又 は 所 在 地代 表 者 又 は 受 任 者

市外38 (株)アルカディア 天白　成一 562-0001 大阪府箕面市箕面6-3-1

市外39 ＡＬＳＯＫあんしんケアサポート(株) 尻無濱　秀治 143-0023 東京都大田区山王1-3-5

市外40 ＡＬＳＯＫ徳島(株) 松岡　宏 770-0821 徳島市北出来島町２丁目１３－１

市外41 (株)あわえ 吉田　基晴 779-2304 海部郡美波町日和佐浦114

市外42 (株)阿波化成 直原　通治 771-0138 徳島市川内町平石流通団地７６

市外43 阿波銀リース(株) 三好　敏之 770-8053 徳島市沖浜東3-46

市外45 (株)アワタ 粟田　勝 770-0005 徳島市南矢三町3-1-16

市外47 阿波ヤンマー(株) 西原　裕文 770-8007 徳島市津田海岸町5-51

市外771 (株)あんしんサポート 古賀　功一 814-0134 福岡市城南区飯倉1-6-25

市外49 (株)イーアンドイー・リサーチ 小倉　明 771-0136 徳島市川内町平石古田260-2

市外50 (株)イー・ウォーター 徳島営業所 山田　千代香 771-0142 徳島市川内町沖島84

市外752 (株)E.S　CONSULTING　GROUP 元山　孝博 107-0062 港区南青山2-13-15　南青山AYﾋﾞﾙ2階

市外51 (株)イージーエス 加藤　和宏 792-0003 愛媛県新居浜市新田町3-1-39

市外52 (株)Ｅ‐ＳＹＳＴＥＭ 広島支店 宮﨑　直人 732-0052 広島市東区光町2-14-16

市外53 (株)イーセル 堀田　剛 733-0842 広島市西区井口5-6-4

市外800 ＥＹ新日本有限責任監査法人 坂井　俊介 100-0006 東京都千代田区有楽町1-1-2

市外54 (有)イク工業 幾原　敏典 773-0007 小松島市金磯町1-75

市外770 イグニション・ポイント(株) 青柳　和洋 150-0011 東京都渋谷区東1-32-12　渋谷プロパティタワー8階

市外55 (株)池田商店 徳島支店 池田　孝二 770-0047 徳島市名東町2-616-4



令和3年10月31日時点

受付№ 商　号　又　は　名　称 郵便番号 住 所 又 は 所 在 地代 表 者 又 は 受 任 者

市外56 石垣メンテナンス(株) 四国支店 大井　崇司 761-0301 高松市林町2507-2

市外57 いすゞ自動車中国四国(株) 四国支社徳島支店 山上　嘉弘 770-0804 徳島市中吉野町2-13

市外58 (有)イツキスポーツ 伊月　賢治 770-0861 徳島市住吉6-1-7

市外59 イツモスマイル(株) 大田　仁大 770-0022 徳島市佐古二番町５－１１

市外763 市川甚商事(株) 市川　誠 600-8078 京都市下京区松原通堺町東入杉屋町287

市外61 (有)井上書房 井上　哲也 779-0105 板野郡板野町大寺字平田71-16

市外62 (株)イビソク 徳島営業所 村上　真仁 772-0003 鳴門市撫養町南浜字東浜252　201号

市外785 (株)インソース 神戸事業所 西棟　大 650-0011 神戸市中央区下山手通3-12-1　トア山手フラッツ206

市外64 (株)インタラック西日本 廣瀨　将則 802-0001 北九州市小倉北区浅野2-17-38

市外775 (株)インテック
行政システム事業本部　西日本公
共ソリューション部

宝田　久也 541-0056 大阪市中央区久太郎町1-6-29　フォーキャスト堺筋本町ﾋﾞﾙ

市外65 (株)インフォマティクス 大阪営業所 室谷　徹 556-0011 大阪市浪速区難波中2-10-70

市外66 インプローブネット(株) 東條　公昭 770-0022 徳島市佐古二番町6-1　巽屋ﾋﾞﾙ４F

市外67 (株)ヴァイオス 吉村　英樹 640-0112 和歌山市西庄295-9

市外68 ウィメンズカウンセリング徳島 河野　和代 772-0003 徳島市北佐古一番町2-32

市外804 (株)ＷＩＴＨＷＩＮ 杉浦　正典 446-0007 愛知県安城市東栄町3-816-7

市外825 ヴィレップス(同) 項　帥 580-0032 大阪府松原市天美東2-129-22

市外69 ヴェオリア・ジェネッツ(株) 中・四国支店 久我　幸路 790-0001 松山市一番町1-15-2　松山一番町ビル

市外70 (株)ウエスコ 徳島事務所 南　恵司 770-0905 徳島市東大工町1-9-1

市外72 (株)ウォーターエージェンシー 徳島営業所 佐々木　順 770-0024 徳島市佐古四番町5-16



令和3年10月31日時点

受付№ 商　号　又　は　名　称 郵便番号 住 所 又 は 所 在 地代 表 者 又 は 受 任 者

市外73 (株)ウォーターテック 四国営業所 田中　幸典 761-8024 高松市鬼無町藤井625-1

市外75 (福)鵜足津福祉会 高瀬荘 片岡　光晴 767-0021 香川県三豊市高瀬町佐股乙425-3

市外76 (株)内田洋行 大阪支店 岡野　清吾 540-8520 大阪市中央区和泉町2-2-2

市外77 馬居化成工業(株) 馬居　正治 772-0001 鳴門市撫養町黒崎字松島60

市外78 (株)エアトラベル徳島 藤田　純 770-0847 徳島市幸町1-47-3

市外79 (株)エィ・テックス 伊丹　章 770-0873 徳島市東沖洲2-41-3

市外80 (株)栄弘 下牧　新八 770-0866 徳島市末広1-165

市外81 (株)エイト日本技術開発 徳島支店 松井　良徳 770-0856 徳島市中洲町2-8

市外83 (株)Ａ・Ｆ・Ｃ 糸永　昭則 770-8022 徳島市大松町榎原外48-2

市外828 エーススポーツ(株) 岸　義典 770-0051 徳島市北島田町1-52-3　ハイムオアシス1階T2号

市外84 (株)エコー建設コンサルタント 齋藤　恒範 770-0865 徳島市南末広町4-53

市外753 (株)Ａシステム 中塚　博紀 771-0219 徳島市川内町加賀須野665-1

市外85 (株)エスディーセンター 小倉　理良 770-0851 徳島市徳島町城内6-19

市外86 (株)ＳＴＮｅｔ 小林　功 761-0195 高松市春日町1735-3

市外802 (株)エスビーエフ 石川　幸篤 761-8031 高松市郷東町792-108

市外88 (株)エヌ・アンド・イーコンサルタント 板東　史郎 770-0943 徳島市中昭和町1-12

市外89 (株)エヌ・イーサポート 高松営業所 有田　和志 760-0017 高松市番町2-10-10

市外90 ＮＥＣキャピタルソリューション(株) 四国支店 清水　貴 760-0008 高松市中野町29-2

市外91 ＮＥＣネッツエスアイ(株) 四国支店 佐々木　正人 760-0008 高松市中野町29-2



令和3年10月31日時点

受付№ 商　号　又　は　名　称 郵便番号 住 所 又 は 所 在 地代 表 者 又 は 受 任 者

市外92 ＮＥＣフィールディング(株) 徳島営業所 長井　賢 770-0852 徳島市徳島町2-19-1

市外93 エヌエス環境(株) 徳島営業所 河邊　浩幸 770-0021 徳島市佐古一番町10-2

市外94 (株)ＮＪＳ 徳島出張所 伊藤　泰二 771-0103 徳島市川内町小松東25-19

市外96 (株)エヌ・ティ・ティ・データ 本間　洋 135-6033 東京都江東区豊洲3-3-3

市外758 ＮＴＴタウンページ(株) 酒井　紀雄 105-0001 東京都港区虎ノ門3-8-8

市外742 エヌ・ティ・ティ・データ・カスタマサービス(株) 西日本支社 鮫島　武史 530-0003 大阪市北区堂島3-1-21

市外97 (株)エヌ・ティ・ティ・データ四国 山田　典史 790-0003 松山市三番町4-9-6

市外98 (株)ＮＴＴドコモ 四国支社 吉澤　啓介 760-0018 高松市天神前9-1

市外99 (株)エヌ・ティ・ティマーケティングアクト ｶｽﾀﾏｰｿﾘｭｰｼｮﾝ事業推進部 室林　明子 534-0024 大阪市都島区東野田町4-15-82

市外100 ＮＴＴ・ＴＣリース(株) 四国支店 清水　厚宏 790-0002 松山市二番町3-6

市外834 ＮＴＴビジネスソリューションズ(株) 徳島ビジネス営業部 長尾　仁 770-0903 徳島市西大工町2-5-1

市外101 ＮＤネットサービス(有) 鈴木　宏隆 590-0984 堺市堺区神南辺町二丁90-5

市外106 (有)エフテック 佐々木　孝好 772-0035 鳴門市大津町矢倉字西開27

市外108 (株)エブリプラン 河原　八郎 690-0816 島根県松江市北陵町46-6

市外109 (株)エム・イー・サイエンス 徳島営業所 株田　昌明 770-0861 徳島市住吉4-12-46

市外110 Ｍ・ＫＯＨＷＡ 美馬　公一 773-0008 小松島市田野町字溝の木183-26

市外111 (株)エムティーアイ 前多　俊宏 163-1435 東京都新宿区西新宿3-20-2

市外112 (株)えむぼま 森　正彦 790-0045 松山市余戸中4-5-43

市外774 (有)円満 長江　勇樹 770-0044 徳島市庄町2-22-1



令和3年10月31日時点

受付№ 商　号　又　は　名　称 郵便番号 住 所 又 は 所 在 地代 表 者 又 は 受 任 者

市外115 応用地質(株) 徳島営業所 三原　隆一 770-0021 徳島市佐古一番町10-2　G2ﾋﾞﾙ

市外116 (株)オーイーシー 加藤　健 870-0037 大分市東春日町17-57

市外117 (株)オークス 三邉　長昭 151-0053 渋谷区代々木2-7-7

市外118 大久保産業(株) 大久保　重敏 770-0942 徳島市昭和町8-8

市外119 大阪ガスセキュリティサービス(株) 遠山　雅夫 532-0024 大阪市淀川区十三本町3-6-35

市外121 大島器械(株) 大島　義憲 771-1156 徳島市応神町応神産業団地4-30

市外122 (株)大塚シロアリ研究所 前田　慶之輔 779-3105 徳島市国府町東高輪375-3

市外783 大塚テクノ(株) 月井　完治 771-0360 鳴門市瀬戸町明神字板屋敷120-1

市外124 (株)大野 大野　明則 770-0021 徳島市佐古一番町10-1

市外126 (株)オオバ 四国営業所 垣田　佳男 760-0018 高松市天神前10-12

市外127 岡田企画(株) 岡田　后代 770-0833 徳島市一番町3-16-3

市外822 (有)岡本衡器製作所 岡本　文孝 770-0041 徳島市蔵本元町2-43

市外128 おがた光内装(有) 尾形　一郎 770-0811 徳島市東吉野町2-14-9

市外131 (株)小川製作所 小川　伸治 779-3112 徳島市国府町芝原字天満65-3

市外757 ＯＫＩクロステック(株) 四国支社 桑山　尚俊 760-0078 高松市今里町2-30-20

市外134 沖電気工業(株) 四国支社 秀　文人 760-0017 高松市番町1-7-5

市外135 (株)乙媛印刷社 徳島営業所 三瀬　堅司 770-0805 徳島市下助任町3-56-1

市外136 (株)オリエンタルコンサルタンツ 徳島事務所 浜田　学 779-0115 板野郡板野町矢武字長田16-2

市外137 オリジナル設計(株)　 徳島営業所 工藤　寛史 770-8024 徳島市西須賀町下中須30-15



令和3年10月31日時点

受付№ 商　号　又　は　名　称 郵便番号 住 所 又 は 所 在 地代 表 者 又 は 受 任 者

市外140 (株)会議録研究所 妹尾　潤 162-0844 新宿区市谷八幡町16

市外142 柏原計器工業(株) 三浦　直人 582-0001 大阪府柏原市本郷5-3-28

市外143 (株)学研エリアマーケット 徳島営業所 松田　剛司 770-0046 徳島市鮎喰町1-24-3

市外144 (株)加速器分析研究所 松井　隆幸 214-0013 川崎市多摩区登戸新町129-1

市外145 (株)カナック 石橋　雄二 761-0492 香川県高松市三谷町１３６

市外146 (株)カヘイ 高田　主豊 771-0129 徳島市川内町北原179-1

市外147 鎌長製衡(株) 中・四国支店 有馬　裕介 761-0196 香川県高松市牟礼町牟礼2246

市外765 (有)川久保商事 尾藤　喜壽 769-2321 香川県さぬき市寒川町石田東甲622

市外149 (株)川西水道機器 川西　章弘 761-2103 香川県綾歌郡綾川町陶7188-1

市外150 (株)環境ビルサービス 岡田　洋治 770-0047 徳島市名東町2-9-2

市外151 (株)環境防災 藤好　一男 770-0046 徳島市鮎喰町1-57

市外153 (株)カンサイ 川本　義二 731-5102 広島市佐伯区五日市町大字石内460

市外154 管清工業(株) 四国営業所 長友　康剛 799-2661 松山市勝岡町135-1

市外155 (株)管総研 川久保　知一 661-8567 兵庫県尼崎市浜1-1-1

市外156 菊池建設工業(株) 菊池　臣起 791-8056 松山市別府町620-2

市外157 菊池産業(株) 菊池　健次 772-0003 鳴門市撫養町南浜字東浜２５４

市外158 (株)ぎじろくセンター 白井　義美 755-0192 山口県宇部市大字西岐波1540-12

市外159 (株)議事録発行センター 友野　泰志 700-0035 岡山市北区高柳西町1-23

市外160 喜多機械産業(株) 喜多　真一 770-0044 徳島市庄町3-16



令和3年10月31日時点

受付№ 商　号　又　は　名　称 郵便番号 住 所 又 は 所 在 地代 表 者 又 は 受 任 者

市外161 北沢産業(株) 徳島出張所 井本　幸夫 770-0944 徳島市南昭和町１－２３

市外162 (株)北島製作所 北島　良則 770-8012 徳島市大原町千代ヶ丸104-1

市外163 北日本コンピューターサービス(株) 江畑　佳明 010-0013 秋田市南通築地15-32

市外164 (株)キノウチ 木内　崇 770-0873 徳島市東沖洲１丁目３－１

市外166 キヤノンメディカルシステムズ(株) 徳島支店 遠藤　隆裕 770-0911 徳島市東船場町2-21-2

市外167 キヤノンメディカルファイナンス(株) 田仲　純 103-0013 東京都中央区日本橋人形町2-14-10

市外750 (株)キャンサースキャン 福吉　潤 141-0031 東京都品川区西五反田1-3-8

市外824 (株)九州文化財研究所 四国営業所 正岡　祐一 763-0074 香川県丸亀市原田町1733-1

市外169 共音楽器 伊能　昭惠 770-0006 徳島市北矢三町4-1-25

市外170 (株)ぎょうせい 四国支社 太田　浩司 790-8655 松山市二番町4-1-2

市外171 共聴開発(株) 伊井　政志 770-8024 徳島市西須賀町下中須63-9

市外773 京都税理士法人 江後　慎太郎 601-8328 京都市南区吉祥院九条町30-1　江後経営ビル

市外172 (株)協働管財 塚本　吉朗 160-0011 東京都新宿区若葉1-10-11

市外173 (株)京屋サンティー サンティー事業本部 後藤　聖治 770-8070 徳島市八万町沖須賀1-2

市外176 極東開発工業(株) 布原　達也 663-8545 兵庫県西宮市甲子園口6-1-45

市外177 極東サービス(株) 大阪営業所 桑村　貴裕 660-0892 兵庫県尼崎市東難波町5-9-1

市外179 楠木機械工業 楠木　一郎 771-1232 板野郡藍住町富吉字穂実62-21

市外180 (株)クボタ 中四国支社四国営業所 名越　修 760-0050 高松市亀井町2-1

市外181 クボタ環境サービス(株) 大阪支社 桑野　卓 661-8567 兵庫県尼崎市浜1-1-1



令和3年10月31日時点

受付№ 商　号　又　は　名　称 郵便番号 住 所 又 は 所 在 地代 表 者 又 は 受 任 者

市外182 クボタ機工(株) 四国営業所 武藤　英史 760-0050 高松市亀井町2-1

市外183 (株)熊谷興産 熊谷　昌典 700-0941 岡山市北区青江5-22-34

市外184 クマリフト(株) 四国営業所 藤岡　英二 760-0073 高松市栗林町2-16-14

市外185 グランド印刷(株) 山中　克彦 770-0941 徳島市万代町6-20-15

市外186 (株)グリーンエコ 岡村　雅明 542-0081 大阪市中央区南船場1-17-11　上野BRﾋﾞﾙ

市外187 (株)グリーンクロス 徳島営業所 大城　亜貴司 770-0873 徳島市東沖洲2-1-5

市外188 (株)クリタス 西日本支社 竹口　広樹 569-1123 大阪府高槻市芥川町1-7-26

市外189 (株)クリチャー環境 丸津　義之 770-8021 徳島市雑賀町西開1-4

市外191 栗本商事(株) 葛岡　貴則 550-0013 大阪市西区新町2-4-2　なにわ筋SIAﾋﾞﾙ9F

市外193 グローバルシステムズ(株) 小林　英男 779-3126 徳島市国府町矢野517-3

市外194 グローリー(株) 徳島営業所 板倉　信吾 770-0831 徳島市寺島本町西1-7-1　徳島駅前171ビル6F

市外812 (株)くろがね工作所 神足　尚孝 550-0013 大阪市西区新町1-4-24

市外195 (株)黒崎楽器 黒崎　雅夫 770-0842 徳島市通町1-18-1

市外196 ＫＳＳ(株) 深澤　重幸 208-0023 東京都武蔵村山市伊奈平1-70-2

市外793 ＫＤＤＩ(株) ソリューション四国支社 黒澤　環 760-0017 香川県高松市番町1-6-8

市外794 ＫＤＤＩまとめてオフィス西日本(株) 四国支社 黒澤　環 760-0017 香川県高松市番町1-6-8

市外197 (株)健康日本総合研究所 井上　泰裕 712-8046 岡山県倉敷市福田町古新田1214-17

市外198 (一財)建設物価調査会 四国支部 加藤　清邦 760-0017 高松市番町1-1-5

市外199 (株)現代けんこう出版 砂田　昌彦 130-0026 東京都墨田区両国1-12-8
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受付№ 商　号　又　は　名　称 郵便番号 住 所 又 は 所 在 地代 表 者 又 は 受 任 者

市外768 (一社)構想日本 加藤　秀樹 102-0093 東京都千代田区平河町2-9-2　エスパリエ平河町3F

市外201 合建警備保障(株) 森　和則 771-0132 徳島市川内町平石夷野33-4

市外203 神戸綜合速記(株) 藤岡　亮介 650-0012 神戸市中央区北長狭通4-3-8

市外204 (株)幸燿 徳島営業部 阿部　昌司 771-0196 徳島市川内町加賀須野463-23

市外815 (株)コーエイコンピューターシステム 尾松　賞昭 762-0006 香川県坂出市旭町1-1-27

市外205 国際セーフティー(株) 徳島支店 細田　まさる 770-0814 徳島市南常三島町1-2-5　里見ビル205号室

市外206 国際航業(株) 徳島営業所 村上　幸一 771-0125 徳島市川内町金岡40-3　ﾗﾌｫｰﾚⅢ702号室

市外207 コクヨマーケティング(株) 関西支社 下辻　則仁 530-0011
大阪市北区大深町3-1　ｸﾞﾗﾝﾌﾛﾝﾄ大阪　ﾅﾚｯｼﾞｷｬﾋﾟﾀﾙﾀﾜｰC12
階

市外211 (株)コスモリサーチ 四国営業所 岩田　登 760-0008 高松市中野町29-5

市外212 (株)五星 徳島支店 山下　敬吾 778-0005 徳島県三好市池田町シマ809-1

市外213 (株)五藤光学研究所 五藤　信隆 183-8530 東京都府中市矢崎町4-16

市外214 (株)コトブキ 高松営業所 松川　貴彦 761-8071 高松市伏石町2152-4　ｸﾚｽﾄｺｰﾄK2　2F

市外215 コニカミノルタプラネタリウム(株) 古瀬　弘康 170-8630 東京都豊島区東池袋3-1-3

市外216 小林クリエイト(株) 四国営業所 木田　研 760-0080 高松市木太町608-5　鍋浦ビル2階

市外217 小松印刷(株) 徳島営業所 栁萬　高志 770-0847 徳島市幸町3-13-1　第1相互ﾋﾞﾙ2F

市外799 小松電機産業(株) 小松　昭夫 690-0046 松江市乃木福富町735-188

市外220 小山(株) 高知営業所 三谷　吉彦 781-8121 高知市葛島4-5-24

市外221 (株)五輪 宮本　岳司朗 930-0857 富山市奥田新町12-3

市外833 (株)コントリビュート 土屋　康朗 132-0035 東京都江戸川区平井6-57-3-1F



令和3年10月31日時点

受付№ 商　号　又　は　名　称 郵便番号 住 所 又 は 所 在 地代 表 者 又 は 受 任 者

市外223 (株)サーベイリサーチセンター 四国事務所 佐々木　寛治 760-0047 高松市塩屋町8-1

市外224 (有)サイシン広告 岸本　穂 369-1871 埼玉県秩父市下影森4057-11

市外226 (株)サイネックス 村田　吉優 543-0001 大阪市天王寺区上本町5-3-15

市外227 (株)サイバネ 若松　大輔 773-0009 小松島市芝生町字内開63

市外230 佐川電機(株) 佐川　裕章 770-8054 徳島市山城西4-40

市外231 (有)サコースポーツ 佐光　信自 773-0002 小松島市神田瀬町12-8

市外233 佐藤機械(株) 徳島営業所 服部　正敏 770-0856 徳島市中洲町1-42-1

市外235 (株)三輝 中道　高司 530-0035 大阪市北区同心1-10-12

市外237 三協商事(株) 須見　高康 770-8518 徳島市万代町5-8-3

市外239 三建設備工業(株) 四国営業所 白川　洋 760-0024 高松市兵庫町8-1　高松兵庫町ビル

市外240 (株)三幸クリーンサービスセンター 中山　満 770-0854 徳島市徳島本町2-16

市外241 三晃工業(株) 山梶　章 551-0023 大阪市大正区鶴町2-15-26

市外810 三幸工業(株) 上田　憲 802-0003 北九州市小倉北区米町2-2-1

市外242 三晃産業(株) 石川　雅一 771-0138 徳島市川内町平石流通団地29

市外243 (株)サンシステムエンジニアリング 楠本　克仁 771-1232 板野郡藍住町富吉字穂実53-4

市外244 (株)三水コンサルタント 徳島事務所 山﨑　一郎 770-0861 徳島市住吉3-8-27

市外747 三精工事サービス(株) 畑中　祐介 530-0033 大阪市北区池田町1-43　三精ビル

市外246 (有)サンテック 関西支店 渡邉　文彦 678-1254 兵庫県赤穂郡上郡町高山1302

市外247 三電計装(株) 徳島営業所 山根　昭正 771-0220 板野郡松茂町広島字南ノ川42-3



令和3年10月31日時点

受付№ 商　号　又　は　名　称 郵便番号 住 所 又 は 所 在 地代 表 者 又 は 受 任 者

市外249 (株)三豊 大林　弘季 441-3121 愛知県豊橋市西山町字西山328

市外250 山陽マーク(株) 岡本　里司 733-0002 広島市西区楠木町1-2-5

市外253 三和メディカル(有) 岸　剛 770-0012 徳島市北佐古２番町1-33

市外254 (株)シーモス 細田　忠敏 778-0003 三好市池田町サラダ1811-1

市外766 (株)ＧＰＭＯ 神原　孝行 760-0080 香川県高松市木太町3396-11

市外255 (株)Ｇ－Ｐｌａｃｅ 大阪支店 古川　輝雄 532-0003 大阪市淀川区宮原4-1-14　住友生命新大阪北ビル13F

市外760 ＪＦＥ条鋼(株) 水島製造所 桐谷　厚志 712-8074 岡山県倉敷市水島川崎通1-5-2

市外257 (株)ジェイエスキューブ　 第六営業本部 石原　義孝 760-0028 高松市鍛冶屋町3

市外258 ＪＳＣ(株) 井口　哲朗 150-0042 渋谷区宇田川町2-1　渋谷ホームズ603号

市外259 ジェイエムシー(株) 仁木　真央 781-8121 高知市葛島4-3-30

市外816 (株)ＪＴＢ 徳島支店 杉田　弘樹 770-0831 徳島市寺島本町西1-33　第2中筋ﾋﾞﾙ3階

市外260 ジェイフィルム(株) 五十君　猛 101-0031 東京都千代田区東神田2-5-15

市外261 (株)ＪＥＣＣ 依田　茂 100-8341 東京都千代田区丸の内3-4-1

市外262 四国アルフレッサ(株) 徳島営業部 米田　啓二 771-0197 徳島市川内町平石夷野224-29

市外263 (有)四国エレファント工業 原田　龍一 771-0132 徳島市川内町平石夷野417-2

市外264 四国エンジニアリングサービス(株) 徳島事務所 近藤　国生 770-0813 徳島市中常三島町１丁目３２－１

市外265 四国環境整備興業(株) 青野　通久 799-1533 愛媛県今治市国分1-1-18

市外266 四国機器(株) 木村　公信 760-8518 香川県高松市観光通2-2-15

市外267 四国行政システム(株) 森山　浩明 760-0078 香川県高松市今里町６番地１５



令和3年10月31日時点

受付№ 商　号　又　は　名　称 郵便番号 住 所 又 は 所 在 地代 表 者 又 は 受 任 者

市外268 四国計測工業(株) 寺井　昇二 764-0026 香川県仲多度郡多度津町南鴨200-1

市外269 四国建販(株) 徳島支店 藤田　陽一 770-8022 徳島市大松町榎原外83-2

市外270 四国建設コンサルタント(株) 天羽　誠二 771-1156 徳島市応神町応神産業団地3-1

市外271 四国工販(株) 林　政憲 770-8054 徳島市山城西3-51-5

市外273 四国情報管理センター(株) 徳島営業所 青井　裕二 770-0943 徳島市中昭和町2-84　元木ビル１階

市外275 四国大陽日酸(株) 徳島営業所 岡崎　靖大 770-0003 徳島市北田宮1-8-74

市外276 (株)四国中検 徳島検査所 岩部　伸作 771-0132 徳島市川内町平石夷野224-46

市外277 四国厨房器製造(株) 鳴門営業所 山崎　誠彦 772-0001 鳴門市撫養町黒崎字松島6-15

市外279 (有)四国ディエスジャパン 徳島店 真鍋　智裕 772-0004 鳴門市撫養町木津６２３－５

市外280 四国テクニカルサービス(株) 綾香　博美 793-0051 愛媛県西条市安知生180-1

市外281 四国テクニカルメンテナンス(株) 徳島支店 松浦　隆行 770-0052 徳島市中島田町3-15-1

市外282 四国鉄道機械(株) 木下　典幸 764-0017 香川県仲多度郡多度津町西港町２７

市外284 (株)四国電子計算センター 山﨑　訓康 760-0025 高松市古新町1-7

市外287 (株)四国パイプクリーナー 玉置　大輔 781-8121 高知市葛島3-14-32

市外288 (株)四国日立 中山　昌彦 770-8006 徳島市新浜町1-1-47

市外289 (株)四国日立システムズ 広岡　辰也 760-0007 高松市中央町5-31

市外291 (株)四国舞台テレビ照明 林　光政 781-5102 高知市大津甲651

市外829 四国三菱ふそう販売(株) 徳島支店 山地　信一 772-0035 鳴門市大津町矢倉字中の越16

市外294 四国油脂(株) 東戸　良介 772-0017 鳴門市撫養町立岩字五枚82



令和3年10月31日時点

受付№ 商　号　又　は　名　称 郵便番号 住 所 又 は 所 在 地代 表 者 又 は 受 任 者

市外295 (有)四国ローボーシステム 堀口　正浩 770-8012 徳島市大原町内開81　ｳｲﾝｸﾞｺｰﾎﾟ大原203号室

市外296 (株)システム環境研究所 大阪事務所 青木　教之 564-0052 大阪府吹田市広芝町5-4

市外297 清水工業(株) 清水　康裕 529-1151 滋賀県彦根市楡町250

市外756 (株)清水合金製作所 中国四国営業所 土田　聡 700-0913 岡山市北区大供2-1-1　セシルビル

市外298 (株)四門 四国支店 門屋　鉄男 791-0301 愛媛県東温市南方２６０７－１

市外299 シャープマーケティングジャパン(株) 美甘　將雄 547-8510 大阪市平野区加美南3-8-25

市外300 (株)シャープ松山オーエー 片山　昭男 791-8055 松山市清住1-6-21

市外787 (株)社会保険出版社 髙本　哲史 101-0064 東京都千代田区神田猿楽町1-5-18

市外301 (株)ジャクエツ 徳島店 児玉　智行 770-0866 徳島市末広1-4-14

市外302 写測エンジニアリング(株) 四国支店 丸山　浩史 761-8047 高松市岡本町489-5

市外303 ジャトー(株) 徳島営業所 濵口　直樹 770-0861 徳島市住吉4-4-14

市外304 蛇の目ミシン工業(株) 徳島支店 富士木　晃一 770-0932 徳島市仲之町3-22

市外305 (株)ジャパンインターナショナル総合研究所 藤原　壮督 615-0851 京都市右京区西京極西池田町9-5　西京極駅前ビル６階

市外307 ジャパンシステム(株) 齋藤　英明 151-8404 渋谷区代々木1-22-1

市外310 (株)ジョイメイト 堀端　茂樹 770-8052 徳島市沖浜１丁目９－２

市外311 (株)上智 中四国支店 大西　勝彦 768-0023 香川県観音寺市古川町711-1

市外803 (株)庄の屋 庄野　章夫 773-0006 小松島市横須町9-28

市外312 昭和(株) 松山営業所 中山　隆太郎 790-0963 松山市小坂5-13-10

市外313 (株)昭和器械 丸岡　久和 770-0854 徳島市徳島本町3-26



令和3年10月31日時点

受付№ 商　号　又　は　名　称 郵便番号 住 所 又 は 所 在 地代 表 者 又 は 受 任 者

市外314 (株)昭和コンサルタント 緒方　茂 770-8006 徳島市新浜町1-1-30

市外318 (株)シンク 丸山　秀明 812-0011 福岡市博多区博多駅前2-19-24　大博センタービル

市外319 (株)神鋼エンジニアリング＆メンテナンス 浅田　秀樹 657-0846 神戸市灘区岩屋北町4-5-22

市外320 (株)神鋼環境ソリューション 大阪支社 向　博之 541-8536 大阪市中央区備後町4-1-3　御堂筋三井ビル

市外321 神鋼環境メンテナンス(株) 箕輪　元 651-0086 神戸市中央区磯上通2-2-21

市外748 シンコースポーツ四国(株) 石崎　健太 760-0023 高松市寿町1-1-12

市外322 新興弇栓(株) 福原　能敬 550-0013 大阪市西区新町３丁目１３－４

市外323 シントク(株) 吉田　喜充 771-0130 徳島市川内町加賀須野398-1

市外327 シンフォニアエンジニアリング(株) 四国営業所 森　道哉 760-0018 高松市天神前10-12

市外329 新明和アクアテクサービス(株) 高松ステーション 藤井　良昌 761-0113 高松市屋島西町1979

市外798 (株)水機テクノス 九州支店 宮﨑　龍一 812-0041 福岡市博多区吉塚1-27-17

市外331 (株)水研 中国支店 佐川　康夫 732-0053 広島市東区若草町9-6

市外755 水都工業(株) 伊藤　智和 503-0652 岐阜県海津市海津町馬目271

市外332 水道機工(株) 大阪支店 上村　剛弘 564-0063 大阪府吹田市江坂町1-23-26

市外333 水ingエンジニアリング(株) 高松営業所 佐藤　行範 761-8075 高松市多肥下町1524-9

市外334 (株)杉商会 杉川　公章 770-8022 徳島市大松町西奥外50-5

市外335 (株)スズキ自販徳島 織田　隆志 770-8053 徳島市沖浜東2-6-1

市外743 (株)スター 星合　恒伸 519-1119 三重県亀山市関ヶ丘521-117

市外337 (株)スタッフクリエイト 瀧川　英展 770-0847 徳島市幸町１丁目４７－３
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市外339 スタンシステム(株) 近藤　紳一郎 770-0941 徳島市万代町3-5-4

市外340 (株)スペック 田中　達也 771-0142 徳島市川内町沖島85-1

市外341 巣守金属工業(株) 巣守　佳之 734-0013 広島市南区出島1-34-7

市外343 (株)清流メンテナンス 宮沢　亨治 564-0062 大阪府吹田市垂水町3-5-9

市外344 (株)成和 成﨑　洋一 194-0203 東京都町田市図師町1332-3

市外345 正和産業 岸　小三郎 770-0063 徳島市不動東町3-902-2

市外346 (有)正和製作 猪俣　和孝 771-0142 徳島市川内町沖島528-4

市外347 セーラー広告(株) 徳島支社 今川　慎也 770-0867 徳島市新南福島1-4-6

市外348 世界文化社販売(株) 松尾　晴俊 770-0802 徳島市吉野本町3-16-2

市外349 セコム(株) 尾関　一郎 150-0001 渋谷区神宮前1-5-1

市外350 摂陽明正(株) 若宮　克法 791-2111 愛媛県伊予郡砥部町八倉108-1

市外784 ゼネラル(株) 髙嶋　照仁 536-0005 大阪市城東区中央2-15-20

市外354 (株)ゼンリン 徳島営業所 神尾　龍也 770-0847 徳島市幸町１-44

市外355 (株)総合環境計画 四国事務所 赤井　裕 760-0023 香川県高松市寿町2丁目2-10

市外356 綜合警備保障(株) 徳島支社 福井　昭浩 770-0942 徳島市昭和町１丁目３７

市外357 (株)総合電子 長尾　寛大 761-0301 高松市林町470-1

市外358 (株)壮光堂 白石　光生 770-0944 徳島市南昭和町1-19-13

市外360 総合メディカル(株) 四国営業部 西嶌　俊樹 760-0050 高松市亀井町2-1

市外361 (株)創和 石住　義光 133-0061 東京都江戸川区篠崎町3-33-8
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市外780 ソーシャルアドバンス(株) 伴　裕美 650-0031 神戸市中央区東町123-1

市外362 (株)ソフィア 原井　尊 770-0813 徳島市中常三島町1-32-1

市外363 ソフトバンク(株) 今井　康之 105-7529 東京都港区海岸1-7-1

市外364 ソリマチ(株) 反町　秀樹 940-0071 新潟県長岡市表町1-4-24

市外365 第一環境(株)　 中・四国支店 根岸　弘行 700-0907 岡山市北区下石井2-3-8

市外366 (株)大一器械 大下　仁史 771-0185 徳島市川内町平石若宮340

市外367 (株)第一プログレス 川島　宏文 100-0006 東京都千代田区有楽町2-10-1

市外368 第一法規(株) 田中　英弥 107-8560 港区南青山2-11-17

市外369 大栄環境(株) 金子　文雄 594-1144 大阪府和泉市テクノステージ2-3-28

市外370 (株)ダイキアクシス 大亀　裕 791-8022 松山市美沢1-9-1

市外371 (有)大黒屋 大黒　浩二 772-0021 鳴門市里浦町里浦字花面215-7

市外372 (株)タイシン 吉田　康聖 770-0051 徳島市北島田町3-2-4

市外814 大新東(株) 高松営業所 片山　尚武 760-0050 高松市亀井町2-1　朝日生命高松ﾋﾞﾙ4階

市外374 (有)たいち 神戸　克佳 770-0003 徳島市北田宮2-15-48

市外376 大日本コンサルタント(株) 徳島営業所 廣瀬　尚二 771-0203 板野郡北島町中村字東堤ノ内32-1

市外378 大豊産業(株) 徳島支店 赤木　久公 770-0052 徳島市中島田町4-50-6

市外379 (株)ダイモン 吉本　信晴 747-0044 山口県防府市佐波1-6-10

市外380 (株)ダイヤジム 多田　隆史 770-0931 徳島市富田浜1-20

市外830 大和化成(株) 伊藤　秀之 543-0022 大阪市天王寺区味原本町1-11



令和3年10月31日時点

受付№ 商　号　又　は　名　称 郵便番号 住 所 又 は 所 在 地代 表 者 又 は 受 任 者

市外382 大和徽章(有) 馬詰　悟 770-0937 徳島市富田橋4-15

市外806 大和産業(株) 岩瀬　豊美 849-0921 佐賀市高木瀬西1-5-19

市外383 大和防災工業(株) 中江　典彦 770-0864 徳島市大和町一丁目５－３４

市外384 大和リース(株) 徳島営業所 瀧本　雅博 770-0941 徳島市万代町2-4-7　スタン万代町ビル2階

市外385 大和冷機工業(株) 徳島営業所 佐伯　勇武 770-0861 徳島市住吉6-7-30　ﾒｯｾ住吉東棟3号室

市外386 タカオ(株) 髙尾　典秀 720-0004 広島県福山市御幸町中津原１７８７－１

市外739 高千穂商事(株) 牧野　正明 105-0001 港区虎ノ門5-3-20-415

市外388 多賀電機(株) 越智　実 760-0014 高松市番町1-3-1

市外391 (株)タクマ 南條　博昭 660-0806 兵庫県尼崎市金楽寺町2-2-33

市外392 (株)タクマテクノス　 西日本支社 上村　直也 660-0806 兵庫県尼崎市金楽寺町2-2-33

市外827 (株)タケミ・コーポレーション 廣瀨　丈巳 593-8316 大阪府堺市西区山田二丁191-1

市外393 (株)ダック 平佐　敬 730-0045 広島市中区鶴見町4-25

市外394 タナカスポーツ 田中　久美子 779-3117 徳島市国府町日開３３５－３

市外395 タニコー(株) 徳島営業所 山口　仁 771-0144 徳島市川内町榎瀬７５７－２２

市外396 (株)谷商店 谷　徳雄 771-1156 徳島市応神町応神産業団地2-10

市外398 (株)タブチ　 岡山営業所 上村　友克 700-0945 岡山市南区新保100-30

市外811 丹青社 高橋　貴志 108-8220 東京都港区港南1-2-70

市外399 (株)地域科学研究所 徳島事務所 岡田　豪 770-0843 名東郡佐那河内村上字宮前84-1

市外826 (株)知識経営研究所 笹井　幹夫 106-0045 東京都港区麻布十番2-11-5



令和3年10月31日時点

受付№ 商　号　又　は　名　称 郵便番号 住 所 又 は 所 在 地代 表 者 又 は 受 任 者

市外400 中央環境クリーン(株) 中野　栄之 773-0007 小松島市金磯町15－43

市外401 中央コンサルタンツ(株) 高松事務所 澤田　茂和 760-0026 高松市磨屋町8-1

市外818 (株)中央電気保安協会 近藤　雄二 791-8071 松山市松ノ木1-5-40

市外402 中央復建コンサルタンツ(株) 徳島営業所 石本　修 770-0832 徳島市寺島本町東2-9-1

市外403 中央防災(株) 上田井　宏明 770-0047 徳島市名東町2-714-4

市外404 (株)中国パラテックス 前川　直樹 700-0945 岡山市南区新保1116-7

市外406 チュオー環境サービス(株) 中野　眞裕 770-8025 徳島市三軒屋町外17-15

市外407 千代田興産(株) 四国支店 德本　鉄也 760-0022 高松市西内町4-6

市外740 ツヅキインフォテクノ西日本(株) 徳島営業所 上田　恭史 770-0905 徳島市東大工町3-16

市外409 都築電気(株) 中四国支店 三村　直樹 760-0071 高松市藤塚町1-10-30

市外410 (株)都村製作所 都村　尚志 766-0004 香川県仲多度郡琴平町榎井590

市外411 ＴＩＳ(株) 産業公共事業本部 陀安　哲 530-0004 大阪市北区堂島浜1-2-1

市外412 ＴＳＰ太陽(株) 大阪支店 杉本　裕紀 532-0012 大阪市淀川区木川東4-8-33

市外413 (株)ＴＫＣ 飯塚　真規 320-8644 栃木県宇都宮市鶴田町1758

市外414 帝人ヘルスケア(株) 藤川　佳久 100-8585 東京都千代田区霞が関3-2-1

市外416 (株)データベース 関西支店 大森　康弘 650-0004 神戸市中央区中山手通5-1-1

市外417 (株)データホライゾン 内海　良夫 733-0834 広島市西区草津新町1-21-35　広島ミクシス・ビル

市外419 (株)テクノスモトキ 元木　敏美 770-0832 徳島市寺島本町東2-5-1

市外420 テスコ(株) 髙橋　久治 101-0065 千代田区西神田1-4-5



令和3年10月31日時点

受付№ 商　号　又　は　名　称 郵便番号 住 所 又 は 所 在 地代 表 者 又 は 受 任 者

市外421 テック情報(株) 濱尾　重忠 779-0108 板野郡板野町犬伏字東谷6-33

市外422 デュプロ(株) 徳島営業所 美濃　晃 770-0934 徳島市秋田町5-16-1

市外423 (株)テレパス四国 石川　明美 770-0872 徳島市北沖洲2-9-27

市外819 (株)デンコー 近久　義典 776-0037 吉野川市鴨島町牛島126-6

市外424 (株)電算システム 松浦　陽司 501-6196 岐阜県岐阜市日置江一丁目５８

市外425 東海リース(株) 高松支店 角　彰博 760-0007 高松市中央町4-15

市外428 東芝インフラシステムズ(株) 四国支社 堀口　文彦 760-0023 高松市寿町2-2-7

市外429 東芝エレベータ(株) 四国支店 花田　仁男 760-0065 高松市朝日町2-2-22

市外431 東邦化工建設(株) 徳島事業所 寺島　拓哉 771-1153 徳島市応神町吉成字只津37-4

市外432 東邦セールス(株) 田井　満輝 771-1153 徳島市応神町吉成字只津37-19

市外781 (株)東洋アクアテック 緒方　哲也 252-0216 神奈川県相模原市中央区清新8-9-17

市外433 (株)東洋技研 永森　康貴 781-5103 高知市大津乙1902-4

市外434 東洋計器(株) 四国支店 増田　善彦 791-8006 愛媛県松山市安城寺町５１８

市外435 東洋警備保障(株) 宮本　隆 770-0942 徳島市昭和町五丁目５

市外436 (株)東洋食品 荻久保　英男 110-0015 東京都台東区東上野１－１４－４

市外437 (株)東洋電化テクノリサーチ 長山　吉文 781-8006 高知市萩町2-2-25

市外438 東洋防災工業(株) 宮城　信二 771-0103 徳島市川内町小松東75-13

市外439 東和工業(株) 阿部　和英 770-0942 徳島市昭和町4-12

市外440 (株)東和テクノロジー 四国営業所 福永　和弘 770-0813 徳島市中常三島町1-32-1



令和3年10月31日時点

受付№ 商　号　又　は　名　称 郵便番号 住 所 又 は 所 在 地代 表 者 又 は 受 任 者

市外441 (株)トーカイ 白木　元朗 761-8555 香川県高松市鶴市町2025-3

市外442 (株)トーケミ 四国出張所 江田　憲治 762-0044 香川県坂出市本町3-6-12　さくらビル2F

市外443 トーコーサービス 森本　裕文 773-0012 小松島市田浦町字原田22-6

市外759 トータリゼータエンジニアリング(株) 石田　賢義 140-0013 品川区南大井6-20-14

市外444 (株)トータルメディア開発研究所 山村　健一郎 102-0094 千代田区紀尾井町3-23

市外776 (有限責任監査法人)トーマツ 大阪事務所 河津　誠司 541-0042 大阪市中央区今橋4-1-1　淀屋橋三井ビルディング

市外445 トーヨー化工(株) 髙橋　一巳 779-3125 徳島市国府町早淵字段ノ原952-8

市外446 (株)ドーン 宮崎　正伸 651-0086 神戸市中央区磯上通2-2-21　三宮グランドビル5F

市外447 (株)徳島岩本商会 祖父江　圭三 770-0052 徳島市中島田町4-173-1

市外448 徳島ウォーターサービス(協組) 滝本　佳範 771-0137 徳島市川内町平石若宮８－７

市外449 徳島環境リサーチ(株) 中川　幸彦 770-8055 徳島市山城町東浜傍示６９－７

市外450 徳島県漁業協同組合連合会 久米　順二 770-8516 徳島市東沖洲2-13

市外451 (公社)徳島県環境技術センター 田村　茂人 770-0855 徳島市新蔵町3-80　徳島保健所内

市外453 徳島県森林組合連合会 杉本　直樹 770-8008 徳島市西新浜町2-3-102

市外454 (一社)徳島県薬剤師会 水口　和生 770-8532 徳島市中洲町1-58-1

市外455 (株)徳島四国ダイケン　 中村　郁郎 770-0841 徳島市八百屋町2-7

市外456 徳島自動車部品センター(株) 清水　忍 770-0801 徳島市上助任町大坪183-6

市外457 徳島新聞販売店(協組) 山下　義明 770-0853 徳島市中徳島町2-5-2

市外458 徳島石油(株) 松村　雅通 770-0866 徳島市末広1-2-43
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市外459 (株)徳島ダイハツモータース 篠原　茂 770-8011 徳島市論田町本浦下84

市外461 徳島地中情報(有) 多田　武 773-0016 小松島市中郷町字豊ノ本68-5

市外462 (有)徳島チャイルド社 大栗　利昭 779-3234 名西郡石井町石井字白鳥230

市外463 徳島通運(株) 大西　恭司 770-0874 徳島市南沖洲5-8-72

市外464 (株)徳島データサービス 濱尾　重忠 770-8053 徳島市沖浜東3-46

市外465 徳島トヨタ自動車(株) 髙瀨　謙一 770-0807 徳島市中前川町5-1-1

市外467 (株)徳島派遣センター 中田　善和 770-8053 徳島市沖浜2-31-5

市外468 徳島日野自動車(株) 河野　宏 771-0219 板野郡松茂町笹木野字八北開拓203-1

市外469 徳島防災(株) 鶴田　勝重 770-0939 徳島市かちどき橋1-33-1

市外470 徳島ポンプ(株) 菊池　薫 770-0853 徳島市中徳島町1-63-2

市外472 徳島三菱自動車販売(株) 港　安則 770-8011 徳島市論田町和太開3-1

市外474 徳島ヤクルト販売(株) 嶋田　宗弘 771-0203 板野郡北島町中村字本須58

市外475 (有)徳島リース 七條　太一 770-0053 徳島市南島田町3-44-1

市外476 (株)トクジム 稲木　加容子 770-8025 徳島市三軒屋町東80-3

市外477 (株)トクスイ 滝本　佳範 771-0142 徳島市川内町沖島84

市外478 (株)徳バス観光サービス 営業部 畑中　隆宏 770-0834 徳島市元町1-24

市外479 (株)徳元商店 徳元　修一 772-0003 鳴門市撫養町南浜字東浜379

市外480 (株)トサトーヨー 有田　憲一 781-8135 高知市一宮南町1-11-50

市外481 (株)図書館流通センター 細川　博史 112-8632 文京区大塚3-1-1
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市外832 (株)鳥取県情報センター 湊　正彦 680-0053 鳥取市寺町50

市外483 凸版印刷(株) 中四国事業部第二営業本部 山地　博 760-0028 高松市鍛冶屋町３

市外484 (株)富永製作所 徳島営業所 多田　曉充 771-0135 徳島市川内町平石若松2-1

市外487 (株)那賀ウッド 小谷　満俊 771-5408 那賀郡那賀町吉野字弥八かへ1

市外488 長澤紙業(株) 長澤　良治 770-0041 徳島市蔵本元町二丁目６４

市外489 長田広告(株) 長田　一郎 496-0045 愛知県津島市東柳原町五丁目５－１

市外490 (株)中西製作所 徳島営業所 楠原　昌尚 771-0144 徳島市川内町榎瀬806-3　クイーンハイツ106号

市外491 中日本建設コンサルタント(株) 徳島事務所 川野　浩平 770-8063 徳島市南二軒屋町3-2-15

市外741 (株)ナカノ 企画推進室　岡山営業所 岡田　貴広 710-0803 岡山県倉敷市中島234-10

市外492 (株)ナカムラ広報 宇坂　久志 771-1156 徳島市応神町応神産業団地13-31

市外494 (株)中村両栄舎印刷所 中村　亨典 771-2502 三好郡東みよし町足代380-1

市外495 (株)ナガワ　 徳島出張所 中平　大智 779-3118 徳島市国府町井戸字高輪地2-3

市外496 ナルト紙料(株) 寒川　博 770-0002 徳島市春日1-4-5

市外497 (有)ナルト紙料センター 長田　伸介 771-0214 板野郡松茂町満穂字満穂開拓140-2

市外499 (株)新居伝 新居　俊典 770-0021 徳島市佐古一番町2-15

市外500 (有)仁木文化堂 仁木　敬 770-0905 徳島市東大工町2-27

市外501 (株)肉の藤原 藤原　幸作 770-0932 徳島市仲之町3-10

市外503 (株)ニシカワ 西川　修 771-1156 徳島市応神町応神産業団地6-1

市外504 (株)ニシテック 西原　裕文 770-8001 徳島市津田海岸町5-51



令和3年10月31日時点
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市外505 (株)西日本環境 溝口　立子 653-0812 神戸市長田区長田町7-3-2

市外506 西日本情報システム(株) 千鳥　真弘 770-0943 徳島市中昭和町2-8-1

市外507 (株)西日本水道センター 四国支店 手柴　正憲 760-0023 香川県高松市寿町2-2-10-4F

市外508 西日本電信電話(株) 徳島支店 佐々木　保彰 770-8521 徳島市西大工町2-5-1

市外509 (有)西白衣 西　眞一 770-0028 徳島市佐古八番町6-6

市外510 (株)西原環境 四国営業所 窪田　賢人 761-0101 高松市春日町1539-3

市外511 (株)西村製作所 西村　光史 601-8115 京都市南区上鳥羽尻切町10-3

市外512 ニタコンサルタント(株) 奈加　博之 771-0122 徳島市川内町鈴江西38-2

市外513 (株)ニチイ学館 森　信介 101-8688 千代田区神田駿河台2-9

市外514 日化メンテナンス(株) 四国営業所 松浦　毅 770-0052 徳島市中島田町4-50-1

市外515 (株)ニック 松浦　豊喜 816-0905 福岡県大野城市川久保3-1-23

市外516 (株)日建技術コンサルタント 徳島営業所 佐藤　壽彦 770-0905 徳島市東大工町1-17

市外517 日建工業(株) 増田　優男 771-1153 徳島市応神町吉成字轟156

市外519 (株)日航コンサルタント 愛須　友行 739-0025 広島県東広島市西条中央1-17-9

市外520 (株)ニッコク 高松営業所 長谷川　和樹 761-8077 高松市出作町382-1-210

市外521 (株)日産サティオ徳島 藤村　泰之 771-1151 徳島市応神町古川字日ノ上８

市外522 (株)日産フィナンシャルサービス 風間　一彦 261-7114 千葉市美浜区中瀬2-6-1

市外523 日清医療食品(株) 四国支店 和才　英基 760-0017 高松市番町1-1-6　甲南アセット番町ビル6階

市外524 (株)日進機械 徳島支店 森　邦一 770-0873 徳島市東沖洲1-5-10



令和3年10月31日時点

受付№ 商　号　又　は　名　称 郵便番号 住 所 又 は 所 在 地代 表 者 又 は 受 任 者

市外525 日進産業(株) 島田　健司 773-0001 小松島市小松島町字北浜60

市外526 (株)ニッシンテクノス 峯田　忠志 770-8076 徳島市八万町内浜118-4

市外527 (株)日水コン 大阪支所 今野　和弘 564-0063 大阪府吹田市江坂町1-23-101

市外528 日成ビルド工業(株) 高松営業所 出口　知 761-0301 高松市林町2217-15

市外529 日通リース＆ファイナンス(株) 高松営業所 土谷　嘉英 760-0027 高松市紺屋町4-10　鹿島紺屋町ビル7F

市外530 (株)日展 田加井　徹 530-0028 大阪市北区万歳町3-7

市外531 (株)日邦バルブ 広島営業所 大村　芳裕 730-0803 広島市中区広瀬北町3-11　和光広瀬ビル７階

市外532 (株)日本インシーク 徳島営業所 迫　啓介 770-0023 徳島市佐古三番町5-19

市外533 日本オーチス・エレベータ(株) 四国支店 刀祢　友祐 760-0017 高松市番町1-6-1

市外534 日本カルミック(株) 髙居　隆章 102-0074 千代田区九段南1-5-10

市外535 日本事務器(株) 高松支店 岡田　崇 760-0023 高松市寿町2-2-10

市外536 日本船舶薬品(株) 高松営業所 出井　慎一 760-0079 高松市松縄町1083-13

市外537 日本通運(株) 四国支店 清水　明 760-0020 高松市錦町2-6-3

市外538 日本電気(株) 徳島支店 廣山　久志 770-0904 徳島市新町橋2-10-1

市外764 (有)日本一安い罠の店 三重野　丈一 879-5512 大分県由布市挾間町来鉢2996-2

市外540 (株)日本ウォーターテックス 佐藤　亮 340-0151 埼玉県幸手市緑台1-19-11

市外542 日本ガード(株) 中塚　英夫 770-8001 徳島市津田海岸町7-48

市外543 (一社)日本家族計画協会 北村　邦夫 162-0843 東京都新宿区市谷田町1-10　保健会館新館

市外544 (株)日本環境工学設計事務所 岩脇　成彦 101-0051 千代田区神田神保町2-7-3



令和3年10月31日時点

受付№ 商　号　又　は　名　称 郵便番号 住 所 又 は 所 在 地代 表 者 又 は 受 任 者

市外817 日本環境防災(株) 本郷　安史 104-0061 東京都千代田区銀座7-2-22　銀座同和ﾋﾞﾙ3階

市外545 (株)日本管財環境サービス 松山営業所 徳永　孝憲 799-2430 松山市北条辻588

市外547 日本教育情報機器(株) 熊田　淳一 100-0005 東京都千代田区丸の内3-4-1

市外548 日本原料(株) 関西支店 瀬田　和俊 540-0026 大阪市中央区内本町1-3-5

市外549 日本工営(株) 徳島事務所 大部　竜司 770-0841 徳島市八百屋町1-14

市外550 日本国民食(株) 市川　敏一 103-0012 東京都中央区日本橋堀留町2-4-3

市外551 (株)日本サポートサービス 海瀬　光雄 101-0062 千代田区神田駿河台2-9　駿河台フジヴュービル

市外796 日本水工設計(株) 徳島事務所 植島　祐二 770-8054 徳島市山城西3-51-5

市外552 (公財)日本生態系協会 池谷　奉文 171-0021 豊島区西池袋2-30-20

市外553 (株)日本選挙センター 中村　公英 101-0051 千代田区神田神保町1-34

市外821 日本測器(株) 明石　仁成 651-0084 神戸市中央区磯辺通3-1-19

市外554 日本調理機(株) 徳島営業所 小林　平和 770-0943 徳島市中昭和町3-21-5

市外556 (一財)日本不動産研究所 徳島支所 石森　慎吾 770-0841 徳島市八百屋町3-26

市外557 日本プロテック(有) 森下　徹也 770-0866 徳島市末広5-1-20

市外558 (株)日本レップス 四国営業所 勝浦　洋巳 771-0137 徳島市川内町平石若宮8-7

市外559 (株)日本漏防コンサルタント 新垣　光勇 770-0004 徳島市南田宮2-7-4

市外560 (株)ネオビエント 藍原　理津子 771-0202 板野郡北島町太郎八須字西ノ瀬34-8

市外561 Ｎｅｘｔ－ｉ(株) 岡山支店 藤井　文彦 700-0903 岡山市北区幸町8-29

市外564 バイザー(株) 井上　正巳 450-0003 名古屋市中村区名駅南2-14-19



令和3年10月31日時点

受付№ 商　号　又　は　名　称 郵便番号 住 所 又 は 所 在 地代 表 者 又 は 受 任 者

市外565 (株)バイタルリード 四国営業所 難波　正明 790-0065 愛媛県松山市宮西1-4-43

市外836 葉隠勇進(株) 関西支店 鈴木　紀之 533-0033 大阪市東淀川区東中島1-18-22　新大阪丸ビル別館6F

市外566 パシフィックコンサルタンツ(株) 徳島事務所 小野　敬 770-0831 徳島市寺島本町西一丁目７－１

市外567 (株)パスコ 香川支店 武内　哲朗 760-0055 高松市観光通２丁目２－１５

市外835 (税)長谷川会計 長谷川　一彦 733-0822 広島市西区庚午中2-11-1

市外568 (株)秦商事 秦　治 770-8001 徳島市津田海岸町7-7

市外569 八光海運(株) 足立　敏己 585-0002 大阪府南河内郡河南町大字一須賀453-1

市外570 パナソニックＬＳエンジニアリング(株) 中国・四国支店 宮嶋　俊幸 730-8577 広島市中区中町7-1

市外571 パナソニックシステムソリューションズジャパン(株) 西日本社 山口　和洋 532-0003 大阪市淀川区宮原1-2-33

市外572 ハナブサ厨房(株) 吉本　晶哉 770-0863 徳島市安宅1-9-41

市外573 (株)林田製作所 林田　廣一 337-0044 さいたま市見沼区大字上山口新田56-1

市外820 (株)バル 中田　一生 770-0918 徳島市紺屋町24

市外574 (株)阪神マテリアル 中道　史和 559-0011 大阪市住之江区北加賀屋3-2-18

市外575 (株)阪神計器製作所 西宮支店 前田　英俊 663-8105 西宮市中島町9-10

市外576 阪神動力機械(株) 泉井　博行 554-0014 大阪市此花区四貫島2-26-7

市外578 (株)ビーエス工機 川辺　信郎 770-0873 徳島市東沖洲二丁目１－１２

市外579 (株)ビーコンラーニングサービス 近藤　雅人 103-0025 中央区日本橋茅場町2-2-1

市外582 (有)光エンテックス 中川　幸彦 771-1154 徳島市応神町東貞方字西川淵87-2

市外583 ひかりのくに徳島(有) 飯田　剛士 779-3404 吉野川市山川町川田869-4



令和3年10月31日時点
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市外584 ビザン臨床検査センター(株) 濱田　記美代 770-8053 徳島市沖浜東2-55

市外588 (株)日立システムズ 岡山支店 吉田　学 700-8634 岡山市北区柳町2-1-1

市外589 (株)日立製作所 四国支社 平野　智之 760-0027 高松市紺屋町9-6

市外590 (株)日立テクノロジーアンドサービス 居石　敏克 760-0007 高松市中央町5-31

市外591 (株)日立ビルシステム 四国支社 破戸　強 760-0023 香川県高松市寿町一丁目３－２

市外592 (有)引越センター丸一 遠藤　孝幸 770-0064 徳島市不動西町1-661

市外593 Hitz環境サービス(株) 西日本支社 夏秋　祐一 554-0012 大阪市此花区西九条5-3-28

市外792 (株)ひでみ企画 武知　秀實 604-8823 京都市中京区壬生松原町3-12

市外594 日之出水道機器(株) 四国営業所 宮藤　寿夫 790-0011 松山市千舟町4-5-4　松山千舟454ビル7階

市外744 (株)ビュー設計 田中　啓司 771-0136 徳島市川内町平石古田261

市外595 (有)ファイブセキュリティシステム 五島　薫 779-0302 鳴門市大麻町大谷字椢原41-10

市外598 (株)フォステクノ四国 渡辺　悟 779-0108 板野郡板野町犬伏字東谷6-16

市外599 フクダライフテック四国(株) 徳島営業所 戸井　泰喜 770-0005 徳島市南矢三町3-9-5-1

市外601 (株)福山コンサルタント 徳島事務所 齋藤　弘 770-0046 徳島市鮎喰町１丁目５７番地

市外602 (株)富士クリーン 馬場　一雄 761-2204 香川県綾歌郡綾川町山田下2994-1

市外603 フジクリーン工業(株) 高松営業所 渡部　茂夫 761-8071 高松市伏石町2128-5

市外604 (株)フジゲン 藤田　實 770-8703 徳島市東沖洲2-35

市外605 冨士建設工業(有) 小林　佳司 779-3120 徳島市国府町南岩延171-3

市外606 (株)富士コンピュータサービス 鈴江　昌巳 770-0855 徳島市新蔵町1-17
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市外607 富士産業(株) 高知支店 田井　正人 781-1105 高知県土佐市蓮池2089

市外608 (株)藤島 藤島　晴三 770-8005 徳島市津田浜之町5-5

市外610 富士フイルムビジネスイノベーションジャパン(株) 近藤　智彦 760-0026 高松市磨屋町8-1

市外611 富士フイルムシステムサービス(株) 公共事業本部　関西支店 足立　孝之 550-0001 大阪市西区土佐堀2-2-17

市外612 (株)フジタ建設コンサルタント 藤田　達也 771-0204 板野郡北島町鯛浜字原87-1

市外778 (株)フジタ商会 藤田　哲宏 770-0025 徳島市佐古五番町9-3

市外613 フジ地中情報(株) 四国営業所 川野　茂生 761-8071 高松市伏石町2088-22

市外615 (株)富士通エフサス 中四国支社　高松支店 京極　隆志 760-0071 高松市藤塚町1-10-30

市外616 (株)富士通四国インフォテック 徳島事業所 柾木　満男 770-0939 徳島市かちどき橋2-29-1

市外617 (株)富士通ゼネラル 四国支店 小谷　廣和 761-8084 香川県高松市一宮町２５８番地１

市外618 富士通ネットワークソリューションズ(株) 徳島営業所 安河内　英一 770-0939 徳島市かちどき橋2-29-1

市外749 富士通フロンテック(株) 西日本支社 高倉　秀憲 540-0001 大阪市中央区城見2-2-53　大阪東京海上日動ﾋﾞﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ8階

市外619 富士通リース(株) 四国支店 六郷　右之 760-0071 高松市藤塚町1-10-30

市外620 フジテコム(株) 大阪支店 桑原　貴彦 530-0047 大阪市北区西天満3-13-18

市外621 フジテック(株) 四国営業所 藤本　義信 760-0023 高松市寿町1-4-3

市外622 富士鉄工(株) 山下　広繁 536-0014 大阪市城東区鴫野西2-12-4

市外623 富士電機(株) 四国支社 森田　浩司 761-0017 高松市番町1-6-8

市外624 富士電機ITソリューション(株) 四国支店 川上　健一 760-0017 高松市番町1-6-8

市外625 (株)フジマック 徳島営業所 土屋　隆由 771-0144 徳島市川内町榎瀬６７３
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市外626 (株)フジみらい 江﨑　雅章 770-0873 徳島市東沖洲1-6-1

市外627 藤良(株) 近藤　良子 770-0856 徳島市中洲町2-17

市外628 (株)フソウ 徳島営業所 水口　武司 770-0847 徳島市幸町2-23-1

市外629 (株)フソウメンテック 西堀　直人 761-8031 高松市郷東町792-105

市外630 扶桑電通(株) 徳島営業所 森内　耕一 770-0939 徳島市かちどき橋2-29-1

市外631 (株)フタバ 丸岡　豊子 770-0916 徳島市銀座13-1

市外797 (株)フタバ 岸田　政彦 776-0001 吉野川市鴨島町牛島2970-32

市外632 (株)双葉自動車 梶ヶ谷　和夫 770-8011 徳島市論田町新開66-81

市外777 (株)プレック研究所 大阪事務所 佐々木　雅子 550-0004 大阪市西区靱本町1-14-15

市外805 (株)ブロードリンク 榊　彰一 103-0022 東京都中央区日本橋室町4-3-18　東京建物室町ﾋﾞﾙ8階

市外779 (株)プロテック 小前　喜敬 662-0863 兵庫県西宮市室川町12-3

市外638 (一社)文化財科学研究センター 金原　正子 632-0073 奈良県天理市田町447

市外639 平和製罐(株) 田中　住子 590-0535 大阪府泉南市りんくう南浜3-17

市外640 (株)ベネッセコーポレーション 小中学校事業部 小柳　博崇 160-0023 東京都新宿区西新宿2-1-1　新宿三井ビルディング

市外641 宝城通信(株) 宝城　雅人 770-0812 徳島市大原町千代ヶ丸山30-13

市外642 (有)鳳鳴 西岡　和教 653-0038
神戸市長田区若松町3-1-2　ｱｽﾀﾋﾟｱ新長田駅前通り107の3号
室

市外751 (株)ボーダーリンク 安井　康真 330-0844 さいたま市大宮区下町2-16-1　ACROSS8階

市外643 (株)ホープ 時津　孝康 810-0022 福岡市中央区薬院1-14-5　ＭＧ薬院ビル

市外645 (株)補償実務 崎山　哲幹 770-0942 徳島市昭和町2-74
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市外646 (株)ホンダカーズ徳島 勝野　洋子 771-1154 徳島市応神町東貞方諏訪ノ市16

市外647 (株)マーク 金指　忠久 505-0021 岐阜県美濃加茂市森山町3-12-1

市外648 マイタウンサービス(株) 鹿野　範昭 815-0037 福岡県福岡市南区玉川町９－１２

市外807 (株)前澤エンジニアリングサービス 大阪営業所 山城　龍紀 532-0003 大阪市淀川区宮原3-5-24

市外650 前澤給装工業(株) 四国営業所 三門　泰輔 791-8032 松山市南斎院町80-5

市外651 前澤工業(株) 大阪支店 渡邉　芳久 532-0003 大阪市淀川区宮原3-5-24

市外652 前田道路(株) 徳島営業所 宮本　浩治 770-0873 徳島市東沖洲二丁目２

市外653 前田バルブ工業(株) 本社営業所 厚地　洋一 455-0027 名古屋市港区船見町29-1

市外654 誠建設(有) 中野　寿之 773-0007 小松島市金磯町8-79

市外837 (株)松下印刷 松下　浩 771-1156 徳島市応神町応神産業団地5-1

市外660 (株)松田正電機 山花　英司 770-0811 徳島市東吉野町3-30-5

市外661 (株)松村電機製作所 関西支店 冨山　博司 530-0043 大阪市北区天満2-12-16

市外662 (株)松本コンサルタント 松本　祐一 770-0811 徳島市東吉野町2-24-6

市外664 (株)マニックス 松田　幸治 653-0843 神戸市長田区御屋敷通5-1-16

市外665 (有)マブチスポーツ 真渕　卓也 770-0901 徳島市西船場町4-27

市外666 (株)マルゼン 徳島営業所 住吉　真一 770-0812 徳島市北常三島町2-46-1　新吉野ビル102

市外668 丸茂電機(株) 大阪営業所 松葉　博文 530-0047 大阪市北区西天満4-11-23　満電ビル

市外669 マルワ環境(株) 丸山　修平 771-0132 徳島市川内町平石夷野35-1

市外670 ミートセンター丸清(株) 丸山　浩史 770-8004 徳島市津田西町1-2-19



令和3年10月31日時点

受付№ 商　号　又　は　名　称 郵便番号 住 所 又 は 所 在 地代 表 者 又 は 受 任 者

市外671 三重中央開発(株) 平井　俊文 518-1152 三重県伊賀市予野字鉢屋4713

市外673 三木忠電機(株) 三木　浩一 770-0866 徳島市末広5-3-36

市外655 ミザック(株) 柾木　隆弘 530-0004 大阪市北区堂島浜1-4-16　ｱｸｱ堂島NBFﾀﾜｰ17階

市外13 みずほ東芝リース(株) 丸山　伸一郎 105-0001 東京都港区虎ノ門1-2-6

市外674 三谷コンピュータ(株) 後　淳也 910-0393 福井県坂井市丸岡町熊堂第３号7-1-13

市外675 (株)三井 三井　良造 770-8540 徳島市北佐古一番町4-27

市外676 三井住友トラスト・パナソニックファイナンス(株) 西野　敏哉 105-0023 港区芝浦1-2-3

市外585 三菱ＨＣキャピタル（株） 安栄　香純 100-6525 東京都千代田区丸の内1-5-1

市外677 三菱電機(株) 四国支社 石綿　規雄 760-8654 高松市寿町1-1-8

市外782 三菱電機クレジット(株) 四国支店 國廣　祥治 760-0023 高松市寿町1-3-2

市外678 三菱電機システムサービス(株) 四国支店 楠村　祥文 760-0072 高松市花園町1-9-38

市外679 三菱電機ビルテクノサービス(株) 四国支社 鈴木　利明 760-0017 高松市番町1-6-1

市外680 三菱電機プラントエンジニアリング(株) 西日本本部　四国支社 池田　英範 760-0025 香川県高松市古新町3-1

市外681 三菱プレシジョン(株) 関西支社 安達　洋二 541-0048 大阪市中央区瓦町3-1-15

市外682 三菱UFJリサーチ＆コンサルティング(株) 大阪 和田　寿一 530-8213 大阪市北区梅田2-5-25

市外683 ミドリ安全徳島(株) 橋詰　隆 770-0003 徳島市北田宮3-1-6

市外684 港産業(株) 港　正祥 771-0186 徳島市川内町平石住吉209-1

市外686 (株)宮本工業所 宮本　芳樹 930-8512 富山市奥田新町12-3

市外761 都ユニリース(株) 高松支店 愛甲　賢治 761-8052 香川県高松市松並町954
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市外687 (株)宮脇書店 宮脇　範次 760-0029 高松市丸亀町4-8

市外688 ミラ(株) 森江　廣野 771-0134 徳島市川内町平石住吉209-5

市外689 (株)明光 綛田　さよ志 649-0101 和歌山県海南市下津町下津3080-１

市外809 名鉄観光サービス(株) 徳島支店 朝野　比呂司 770-0904 徳島市新町橋2-10-1

市外690 (株)明電エンジニアリング 四国営業所 湯谷　俊幸 760-0055 高松市観光通2-2-15

市外691 (株)名豊 小池　武史 460-0017 名古屋市中区松原2-2-33

市外692 (株)明和クリーン 楠本　隆文 779-5301 三好市山城町大和川697-1

市外693 メタウォーター(株) 高松営業所 岡戸　英治 760-0024 高松市兵庫町8-1

市外694 メタウォーターサービス(株) 事業推進本部　西日本営業部 鬼頭　伸郎 530-0018 大阪市北区小松原町2-4　大阪富国生命ビル

市外695 (株)メディアドゥ 藤田　恭嗣 100-0003 千代田区一ツ橋1-1-1

市外696 (株)メディブレーン 小島　啓太 540-0025 大阪市中央区徳井町2-4-14

市外697 (株)メフォス 岡田　泰紀 107-0052 港区赤坂2-23-1

市外698 (株)モウブ 山口　武治 770-0003 徳島市北田宮3-5-63

市外699 (株)モリ衣料 森　浩志 770-8056 徳島市問屋町58

市外700 安田(株) 徳島営業所 山口　茂樹 771-1156 徳島市応神町応神産業団地１３－１

市外701 ヤナギ電気管理事務所 柳　晃 773-0031 小松島市和田島町字松田新田235-60

市外703 (有)山内スポーツ 山内　修治 770-0834 徳島市元町２丁目７－２

市外704 (株)ヤマガタ 山形　拓生 770-0805 徳島市下助任町3-14

市外705 山田電建(株) 塚田　英雄 770-0866 徳島市末広2-1-106
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市外791 大和機械(株) 大和　岳仁 773-0025 小松島市和田島町字浜田119-21

市外706 (有)ヤマト重機 楠本　隆文 778-0020 三好市池田町州津乳ノ木1373

市外707 (株)大和速記情報センター 関西営業所 菊池　修一 541-0045 大阪市中央区道修町1-7-1

市外709 (株)ヤマモト 関西支店 平山　東海 657-0056 神戸市灘区千旦通2-5-11

市外710 ヤンマーエネルギーシステム(株) 高松支店 南　英智 659-0101 高松市国分寺町新居508-2

市外746 (同)幸田産業 幸田　賢二 770-0823 徳島市出来島本町3-5

市外711 ユニオン化工(株) 国松　英雄 770-8077 徳島市八万町夷山235-3

市外801 ユニファ(株) 土岐　泰之 100-0011 東京都千代田区内幸町1-1-6　NTT日比谷ﾋﾞﾙ8F

市外772 (有)湯村器械 湯村　清 770-0047 徳島市名東町1-294

市外713 横河ソリューションサービス(株) 関西支社 田中　顕 530-0001 大阪市北区梅田2-4-9

市外714 横瀬観光(有) 桑原　明生 771-4307 勝浦郡勝浦町大字三渓字上川原43-17

市外715 (株)吉本商店 吉本　泰之 773-0016 小松島市中郷町字桜馬場41

市外716 (有)米倉電気管理事務所 米倉　滋 770-8070 徳島市八万町馬場山43-2

市外813 米沢食品(有) 米澤　正悟 770-8070 徳島市八万町新貝185

市外717 (株)萬梅林堂 萬　尚人 770-0923 徳島市大道二丁目４０

市外718 (株)四航コンサルタント 森本　美樹 760-0077 高松市上福岡町2057-6

市外719 四電エナジーサービス(株) 徳島支店 前田　豊 770-0006 徳島市北矢三町3-2-82

市外721 (株)四電技術コンサルタント 徳島支店 渡邊　裕之 771-1156 徳島市応神町応神産業団地13-28

市外724 (株)よんやく　 徳島営業部 萩田　広文 771-0204 板野郡北島町鯛浜字中須４－２
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市外726 (株)ライズファクトリー 戸田　その子 102-0072 千代田区飯田橋2-1-4　日東九段ビル６階

市外727 (有)ラウダー 丸一　俊子 771-0105 徳島市川内町下別宮西２２８－４

市外728 ランドブレイン(株) 大阪事務所 小笹　清 550-0005 大阪市西区西本町1-3-15　大阪建大ビル

市外729 リージョナルデザイン(株) 安孫子　尚正 792-0060 愛媛県新居浜市大生院2151-10　東予産業創造センター内

市外731 リコージャパン(株)
販売事業本部　徳島支社　徳島営
業部

岡田　哲也 770-0871 徳島市金沢2-3-60

市外745 理水化学(株) 広島支店 松田　学 730-0051 広島市中区大手町3-8-1

市外769 (株)リクチ漏水調査 岡山支店 前田　伸一 701-1341 岡山市北区吉備津1157-18

市外732 (株)流通研究所 村上　充 243-0003 神奈川県厚木市寿町1-4-3-2

市外733 (株)両備システムズ 松田　敏之 700-8504 岡山市南区豊成二丁目７－１６

市外767 (有)レイオン機器工業 寺田　武子 133-0065 東京都江戸川区南篠崎町4-13-22

市外795 (株)レック・フィールドサービス 黒川　輝一 771-0142 徳島市川内町沖島78-1

市外734 (株)レンタルのニッケン 徳島営業所 内藤　雅浩 770-0872 徳島市北沖洲2-198-1

市外735 ローレルバンクマシン(株) 徳島営業所 浅川　正徳 770-0872 徳島市北沖洲3-2-45

市外736 ロビン徳島販売(株) 門堀　利文 770-0047 徳島市名東町2-598-1

市外737 ワールドウォーターバッグ(株) 中村　俊夫 546-0003 大阪市東住吉区今川1-6-23

市外738 (株)ワンビシア―カイブズ 大阪支店 川口　渉 541-0048 大阪市中央区瓦町２丁目２番７号


