
【阿南警察署管内】
事業所名 住所
徳島県南部総合県民局 保健福祉環境部（阿南） 阿南市領家町野神
徳島県南部総合県民局　県土整備部 （阿南） 阿南市富岡町あ王谷
阿南自動車学校 阿南市西路見町姥
阿南生コンクリート工業㈱ 阿南市宝田町平岡
徳島県阿南警察署 阿南市富岡町トノ町
阿南市役所 阿南市富岡町トノ町
（有）森清浄社 阿南市津乃峰町西分
四国電力送配電株式会社　徳島支社 　阿南事業所 阿南市富岡町滝の下
医療法人 翠松会 阿南市学原町上水田
（株）原建材店 阿南市学原町中西
（有）吉崎建材店 阿南市見能林町堤の内
徳島トヨタ自動車（株）阿南店 阿南市宝田町荒井
株式会社四電工 阿南営業所 阿南市宝田町今市イシン坊
日本郵便（株）阿南郵便局 阿南市富岡町滝ノ下
（株）湯浅土建 阿南市楠根町津越
㈱阿波銀行阿南支店 阿南市富岡町トノ町
フジケンエンジニアリング（株）徳島事業所 阿南市橘町幸野
豚太郎南部（有） 阿南市津乃峰町東分
若木機工（有） 阿南市宝田町川原
セコム（株）阿南営業所 阿南市日開野町筒路
西野建設（株） 阿南市向原町天羽畭
新野木材㈱ 阿南市新野町入田
エムケイプラントサービス（株） 阿南市向原町下ノ浜
浅井缶詰（株） 阿南市新野町馬場
徳島県南部総合県民局 農林水産部 （阿南） 阿南市富岡町あ王谷
徳島県南部総合県民局　地域創生防災部（阿南） 阿南市富岡町あ王谷
阿南緑化有限会社 阿南市山口町森国
生活協同組合 とくしま生協 阿南支所 阿南市新野町大歳
（有）北岡工業所 阿南市津乃峰町戎山
社会福祉法人 阿南市社会福祉協議会 阿南市富岡町北通
阿南市消防本部 阿南市辰己町
日亜化学工業株式会社　本社工場 阿南市上中町岡
（有）伊勢開発 阿南市那賀川町大京原
（有）森吉商店 阿南市横見町長岡
南食品工業㈱ 阿南市橘町大浦
株式会社スズキ自販徳島　アリーナ阿南 阿南市上中町中原
(有)青木産業 阿南市見能林町青木
おざき 阿南市羽ノ浦町古庄
メグミフーズ（株） 阿南市新野町北宮の久保
㈱宮本組 阿南市那賀川町赤池
四国電力株式会社火力本部 阿南火力事業所 阿南市橘町小勝
四電エンジニアリング(株)阿南事業所 阿南事務所 阿南市橘町幸野
(有)坊ず　那賀の坊 阿南市羽ノ浦町中庄
ネッツトヨタ徳島株式会社　阿南店 阿南市上中町南島
椿観光有限会社 阿南市椿町瀬井
独立行政法人 国立高等専門学校機構 阿南工業高等専門学校 阿南市見能林町青木
（有）佐川コンクリート 阿南市福井町湊
橘火力港湾サービス（株） 阿南市橘町小勝
（株）大一建設 阿南市宝田町平岡
岡部興業（株） 阿南市橘町中尾
中国四国農政局那賀川農地防災事業所 阿南市日開野町西居内
（株）アイテイスト 阿南市富岡町トノ町
（有）鳳凰機械工業 阿南市中林町原
（株）岡本建設 阿南市那賀川町今津浦
大隆精機（株） 阿南市宝田町今市柳タイ
喜多旅行（株） 阿南市富岡町トノ町
リコージャパン（株）徳島南ＳＳ 阿南市那賀川町色ケ島
東とくしま農業共同組合那賀川支所 阿南市那賀川町今津浦
徳島日産自動車（株）阿南店 阿南市見能林町大作半
三ツ葉産業㈱ 阿南市楠根町津越
喜多機械産業（株）阿南営業所 阿南市見能林町勘高原
（有）浜中建設 阿南市津乃峰町新浜
名正土建㈱ 阿南市西路見町堤外



㈱那賀建設 阿南市才見町野中
(有)山本サッシ製作所 阿南市下大野町渡り上り
神原建設㈱ 阿南市新野町西馬場
四国電力㈱ 阿南火力事業所 阿南発電所 阿南市橘町幸野
Ｊ－ＰＯＷＥＲジェネレーションサービス株式会社橘湾火力運営事業所 阿南市橘町小勝
料亭そがい 阿南市楠根町津越
料亭かごや 阿南市楠根町津越
四国三菱ふそう販売株式会社　阿南サービスセンター 阿南市那賀川町工地
学校法人木内学園　認定こども園はのうら幼稚園 阿南市羽ノ浦町宮倉
（有）日栄工業 阿南市橘町幸野
（有）奥村特機サービス 阿南市那賀川町色ケ島
大和観光㈱ 阿南市富岡町あ王谷
江本食品有限会社 阿南市桑野町井ノ口原
医療法人　新心会 阿南市新野町信里
中幸建設（有） 阿南市中大野町南傍示
阿南税務署 阿南市富岡町滝の下
やまに 阿南市那賀川町中島
（株）西田企画 阿南市富岡町西池田口
（株）木本建設 阿南市椿町谷ノ浦
障害者支援施設 淡島学園 阿南市西路見町姥
宮本鉄工建設㈱ 阿南市那賀川町中島
社会福祉法人　心和会 阿南市新野町信里
日亜化学工業株式会社ＴＮ工場 阿南市辰巳町
（株）アズマ四国 阿南市羽ノ浦町岩脇
徳島県立阿南支援学校 阿南市上大野町大山田
（有）大松谷清掃 阿南市富岡町玉塚
福富工業（株） 阿南市宝田町川原
阿南測量設計（株） 阿南市宝田町今市西ヤシキ
（有）守野 阿南市那賀川町赤池
虎尾商事（有） 阿南市橘町東中浜
（株）藍徳道路 阿南市宝田町平岡
大和電設（有） 阿南市見能林町六々
橋本建設（株）　 阿南市日開野町中居内
（株）イタミ 阿南市津乃峰町戎山
（有）青藍 阿南市桑野町尾花
徳島県農業共済組合 南部支所 阿南市桑野町中野
有限会社白浜打設 阿南市畭町新はり
協和生コン協同組合 阿南市長生町西方
（有）青木組 阿南市桑野町花坂
特別養護老人ホーム阿南荘 阿南市宝田町今市金剛寺
（有）中川組 阿南市新野町大歳
（株）岡部機械工業 阿南市才見町旭越山
吉見石灰工業（株） 阿南市津乃峰町戎山
長野建設（株） 阿南市津乃峰町新浜
有限会社竹内水産 阿南市椿泊町小吹川原
ＹＭＣＡ阿南国際海洋センター 阿南市椿町那波江
（有）阿南工業所 阿南市福村町北筋
(株)ＳＧＩＣ 阿南市才見町旭越山
大新測量設計（有） 阿南市柳島町高川原
（株）森工務店 阿南市見能林町林崎
（有）福水工業 阿南市福井町吉谷
特別養護老人ホーム 緑風会 ルネッサンス 阿南市福井町湊
株式会社徳信 阿南市羽ノ浦町古毛
（株）八千代組 阿南市富岡町内町
阿南農業協同組合 阿南市桑野町上張
株式会社ホンダカーズ徳島 学原店 阿南市学原町深田
（株）徳島建機 阿南市那賀川町黒地
（有）浜尾鉄工所　阿南出張所 阿南市豊益町吉田
介護老人保健施設 ロイヤルケアセンター 阿南市羽ノ浦町中庄
（有）阿南ガス 阿南市宝田町川原
有限会社米澤鉄工所 阿南市那賀川町中島
（株）いまじ 阿南市津乃峰町新浜
（株）播磨組 阿南市内原町竹ノ内
新光電装（株）阿南事業所 阿南市桑野町鳥居前
（有）司工業 阿南市新野町秋山
株式会社たむらのタマゴ 阿南市長生町原田



（有）竹内組 阿南市日開野町居内
ＫＴカークラブ 阿南市日開野町居内
(株)Ｊ－ＰＯＷＥＲビジネスサービス 橘湾事業所 阿南市橘町小勝
（公社） 徳島県看護協会 訪問看護ステーション阿南 阿南市富岡町北通
デイサービスセンター元気 阿南市那賀川町芳崎
（株）林ケミック 阿南営業所 阿南市日開野町南居内
ホシザキ四国（株）阿南営業所 阿南市領家町船倉
（株）レーザーシステム 阿南市那賀川町中島
徳島県立阿南光高等学校 阿南市宝田町今市中新開
日亜化学工業株式会社ＴＳ工場 阿南市辰巳町
和運転代行 阿南市長生町租ケ谷
王子エンジニアリング（株）富岡事業部 阿南市豊益町吉田
昭電テックス（株）阿南事業所 阿南市橘町幸野
四国化工機（株）阿南食品工場 阿南市山口町大久保
Ｋｕｒｕｍｉ代行 阿南市横見町上木戸
阿波製紙（株）阿南事業所 阿南市津乃峰町新浜
（株）中四国クボタ 阿南営業所 阿南市宝田町平岡
那賀町役場木沢支所 那賀郡那賀町木頭
有限会社多田組 那賀郡那賀町音谷
（株）広瀬組 那賀郡那賀町土佐
（株）谷下組 那賀郡那賀町小浜
木沢建設㈱ 那賀郡那賀町木頭
（株）東和 那賀郡那賀町仁宇
大塚テクノ（株）鷲敷工場 那賀郡那賀町小仁宇
徳島県企業局 総合管理推進センター 川口庁舎 那賀郡那賀町吉野
喜多機械産業（株）相生営業所 那賀郡那賀町吉野
(有)岩崎建設 那賀郡那賀町白石
那賀町役場 上那賀支所 那賀郡那賀町小浜
（有）谷崎組 那賀郡那賀町平野
（株）アイエフ 那賀郡那賀町吉野
那賀町役場 那賀郡那賀町和食郷
那賀町役場 木頭支所 那賀郡那賀町木頭出原
㈱小野組 那賀郡那賀町木頭和無田
那賀町役場 相生庁舎 那賀郡那賀町延野
大塚製薬（株）徳島ワジキ工場 那賀郡那賀町小仁宇
那賀町社会福祉協議会 木沢支所 那賀郡那賀町木頭
那賀町国民健康保険　日野谷診療所 那賀郡那賀町大久保
北川産業（有） 那賀郡那賀町木頭北川
木頭森林組合 那賀郡那賀町大戸
（一社）徳島県森林協会 南部事業所 那賀郡那賀町吉野
那賀町消防本部 那賀郡那賀町百合
名蔵建設（有） 那賀郡那賀町木頭助
那賀町クリーンセンター 那賀郡那賀町蔭谷
徳島県立那賀高等学校 那賀郡那賀町小仁宇
（有）坂口金物店 那賀郡那賀町延野
阿南農業協同組合　那賀経済センター 那賀郡那賀町延野
相互建設㈱ 那賀郡那賀町谷内
那賀町社会福祉協議会 本所 那賀郡那賀町延野
藤井鉄工建設㈱ 那賀郡那賀町小仁宇
協業組合 共生 折宇谷工場 那賀郡那賀町木頭折宇
協業組合 共生 本社工場 那賀郡那賀町吉野
協業組合共生　追立工場 那賀郡那賀町坂州
那賀町役場 林業振興課 那賀郡那賀町吉野
（株）カボテック 阿南市羽ノ浦町中庄
四国計測工業（株）阿南事業所 阿南市橘町小勝
フジケンエンジニアリング（株）橘湾事業所 阿南市橘町小勝
フジケンエンジニアリング（株）徳島事業所 橘湾詰所 阿南市橘町小勝
徳島健康生活協同組合 健生阿南診療所 阿南市津乃峰町新浜
社会福祉法人丹生谷会 那賀郡那賀町延野
徳島自動車部品センター（株）南部営業所 阿南市上中町岡
徳島県阿南安芸自動車道用地推進センター 阿南市富岡町あ王谷
阿南信用金庫　本店 阿南市富岡町トノ町
ハッピー阿南 阿南市西路見町堤外
５５代行 阿南市津乃峰町長浜
デイセンター緑風会尊氏 阿南市下大野町五反畑
株式会社竹中工務店　日亜化学工業作業所 阿南市辰巳町



徳島トヨペット（株）阿南店 阿南市見能林町青木
（株）剛生建設 阿南市領家町土倉
那賀町保健センター 那賀郡那賀町大久保
ヴェオリア・ジェネッツ（株）阿南営業所 阿南市富岡町トノ町
ケアハウス健祥会アンダルシア 阿南市羽ノ浦町中庄
富岡王子紙業(株) 阿南市豊益町よし田
介護老人福祉施設　健祥会　バイエルン 阿南市那賀川町苅屋
那賀町立　上那賀病院 那賀郡那賀町小浜
社会福祉法人緑風会　特別老人ホーム　緑風会チロル 那賀郡那賀町成瀬
王子物流株式会社事業統括本部企画部企画業務グループ富岡事業所 阿南市豊益町𠮷田
セントケア阿南 阿南市津乃峰町中分
心和会　ホームヘルパーステーション　悠和 阿南市新野町信里
株式会社ダイハツモータース　阿南店 阿南市見能林町中かうや
社会福祉法人愛心会　ロイヤルフラワーガーデン 阿南市中林町蟹田
ワタミの宅食　徳島阿南営業所 阿南市上中町中原
株式会社ANSIN　本店 阿南市日開野町谷田
栄光電気工事株式会社　徳島営業所 阿南市富岡町トノ町
明治安田生命保険相互会社　羽ノ浦営業所 阿南市羽ノ浦町中庄
株式会社藤建設 阿南市那賀川町大京原
阿南郵便局　かんぽ生命サービス事業部 阿南市富岡町滝の下
旭シンクロテック株式会社　阿南営業所　辰巳工事事務所 阿南市辰巳町
株式会社ワールドインテック　徳島営業所 阿南市才見町三本松
株式会社中四国クボタ南部営業所 阿南市新野町城田
トヨタカローラ徳島（株）　阿南店 阿南市見能林町下志んじやく
（株）藤本建設 阿南市長生町平田
有限会社ライフサポート　キムラ 阿南市横見町高川原
西平電工株式会社 阿南市内原町中分
菅原工業有限会社 阿南市富岡町西池田
中山電気工業有限会社 阿南市柳島町中川原
株式会社　黄金の村 那賀郡那賀町木頭南宇
シーズ今津 阿南市那賀川町敷地
日亜化学工業株式会社　新野工場 阿南市新野町入田
社会福祉法人　悠林舎　障害者支援施設シーズ 阿南市上中町南島
阿南市保健福祉部保健センター 阿南市宝田町荒井
医療法人樫水会　玉真病院 阿南市宝田町荒井
ニチイケアセンター阿南 阿南市富岡町西石塚
障がい者地域生活自立支援センター（ばんそうＳ＆Ｓ）がんばれる作業所 阿南市那賀川町八幡
アイ・エヌ商事有限会社（豚太郎　長生店） 阿南市長生町岩ノ下


