
【徳島名西警察署管内】
事業所名 住所
徳島造園土木（株） 徳島市入田町海先
（株）広沢自動車学校 徳島市南田宮２丁目
千松自動車株式会社 徳島市北佐古二番町
代行　友 徳島市佐古七番町
㈱アトム 徳島市南島田町４丁目
㈱小林ゴールドエッグ 徳島市国府町日開
徳島県徳島名西警察署 徳島市庄町３丁目
（株）第一測量設計事務所 徳島市佐古一番町
ナルト紙料株式会社 徳島市春日１丁目
（株）千誠 徳島市佐古五番町
（有）リテア 徳島市春日３丁目
玉屋製パン（株） 徳島市国府町南岩延
(株)ファミリーマート 徳島営業所 徳島市南島田町２丁目
（一社）四国クリエイト協会徳島支所 徳島市北佐古二番町
（株）ＤＮＰ四国 徳島市中島田町１丁目
（株）肉勢 徳島市鮎喰町２丁目
四国電気工業（株） 徳島市佐古一番町
（株）三栄商会 徳島市南佐古八番町
徳島大三工業（株） 徳島市北矢三町１丁目
徳島市西消防署 徳島市庄町１丁目
徳島県立城西高等学校 徳島市鮎喰町２丁目
（一財）四国電気保安協会 徳島支部 徳島市南田宮１丁目
ＹＫＫ ＡＰ（株）徳島支店 徳島市北佐古一番町
（株）徳島マツダ 徳島西店 徳島市国府町観音寺
（株）かねもと 徳島市不動西町４丁目
（有）井内開発 徳島市国府町芝原
全国共済農業協同組合連合会 徳島県本部 徳島市北佐古一番町
徳島県信用農業協同組合連合会 徳島市北佐古一番町
株式会社ナイガイ 徳島市中島田町２丁目
美光電機（株） 徳島市佐古一番町
バンドウリメーク株式会社 徳島市入田町月ノ宮
喜多機械産業（株） 徳島市庄町３丁目
徳島市農業協同組合 北部営農経済センター 徳島市不動西町３丁目
（株）徳島ランドリー 徳島市南田宮２丁目
有限会社　鳴門造園資材 徳島市国府町芝原
（株）城北重機建設 徳島市国府町南岩延
社会福祉法人  光風会 徳島市下町本丁
バンドウクリエート（株） 徳島市入田町月ノ宮
（有）みどり清掃 徳島市不動西町２丁目
医療法人 明和会　たまき青空病院 徳島市国府町早淵
公益財団法人 とくしま未来健康づくり機構 徳島市蔵本町１丁目
阿波総合開発㈱ 徳島市入田町月ノ宮
（有）たいち 徳島市北田宮２丁目
松村造園土木（株） 徳島市南島田町２丁目
株式会社美馬工務店 徳島市国府町延命
（株）和コンサルタント 徳島市春日１丁目
相互建設株式会社 徳島市庄町４丁目
株式会社木内商店 徳島市佐古一番町
株式会社島出建築事務所 徳島市国府町早淵
㈱高川電工 徳島市国府町東高輪
徳島石油株式会社国府LPG 徳島市国府町早渕
ずゞや（株）徳島工場 徳島市北田宮３丁目
日本郵便（株）徳島西郵便局 徳島市国府町府中
(学)原学園  白うめ幼稚園 徳島市国府町矢野
松下モータース 徳島市国府町日開
徳島観光ゴルフ（株） 徳島市北田宮２丁目
山清金属株式会社 徳島市不動西町１丁目
㈱環境防災 徳島市鮎喰町１丁目
徳島県立国府支援学校 徳島市国府町矢野
徳農種苗（株） 徳島市入田町月の宮
（株）ワイ・ビー・ケイ工業 徳島市国府町延命
宗教法人天理教入田分教会 徳島市入田町天ノ原
株式会社コクレン 徳島市国府町南岩延
タカラスタンダード（株）徳島営業所 徳島市中吉野町４丁目
全国農業協同組合連合会徳島県本部 徳島市北佐古一番町
（株）大日 徳島市北田宮４丁目



（株）ふじや 徳島市国府町日開
中央不動産（株） 徳島市佐古二番町
（有）堤商店 徳島市国府町矢野
晃和自動車株式会社 徳島市南矢三町３丁目
冨士建設工業有限会社 徳島市国府町南岩延
松井産業㈱ 徳島市名東町２丁目
（有）不動建設 徳島市不動西町２丁目
㈱小川製作所 徳島市国府町芝原
徳島市西部環境事業所 徳島市国府町北岩延
三和メディカル（有） 徳島市北佐古二番町
徳島県赤十字血液センター 徳島市庄町３丁目
ＴＯＫスポーツクラブ 徳島市北田宮１丁目
（有）水環境システム 徳島市国府町観音寺
阿波製紙（株） 徳島市南矢三町３丁目
朝日警備保障（株） 徳島市佐古一番町
トーヨー化工（株） 徳島市国府町早渕
日徳三善電機（有） 徳島市国府町矢野
(株)モウブ 徳島県徳島市北田宮３丁目
（株）ヒラノファステック 徳島市国府町観音寺
長生堂製薬株式会社　本社工場 徳島市国府町府中
（株）ティビィケイ 徳島市国府町花園
中飯地下工業（株） 徳島市北矢三町２丁目
（株）石井組 徳島市一宮町西丁
日の出工業（有） 徳島市国府町日開
有限会社山蔭商店 徳島市佐古四番町
（有）徳雄産業 徳島市国府町矢野
第一設備株式会社 徳島市南島田町２丁目
株式会社数藤組 徳島市国府町南岩延
（株）三井 徳島市北佐古一番町
理光設計工務（株） 徳島市佐古一番町
（有）カネトク 徳島市国府町東黒田
（有）八木塗料店 徳島市国府町北岩延
株式会社前林建設 徳島市不動西町１丁目
（株）ユニペック 徳島市国府町東黒田
キカワ鋼業株式会社 徳島市不動西町２丁目
医療法人　川内内科 徳島市鮎喰町２丁目
（医）むつみホスピタル 徳島市南矢三町３丁目
（株）平井塗装 徳島市中吉野町４丁目
（株）永和 徳島市国府町西黒田
（株）アワタ 徳島市南矢三町３丁目
髙山産業(株)徳島支店 徳島市北佐古二番町
(有)行譜建設 徳島市国府町芝原
医療法人 清流会 徳島市名東町２丁目
有限会社　若葉書房 徳島市佐古五番町
株式会社北辰測量設計 徳島市名東町３丁目
（有）名東自動車 徳島市名東町３丁目
森田緑化（株） 徳島市入田町海先
（有）ティーエーシー　青い鳥ディサービスセンター 徳島市佐古六番町
（株）四国ライン 徳島市南田宮３丁目
有限会社井貝重機 徳島市国府町和田
西野電機工業株式会社 徳島市北田宮2丁目
（株）南海プランナー 徳島市北島田町２丁目
（株）谷口設備システム 徳島市北田宮４丁目
（有）佐々木自動車整備工場 徳島市南矢三町二丁目
（株）環境ビルサービス 徳島市名東町２丁目
(有)速井鉄工所 徳島市北田宮４丁目
マスエージェントグループ 徳島市春日２丁目
（株）ワーク・サイン 徳島市南矢三町３丁目
（有）黒田組 徳島市国府町井戸
（株）ホンダモーター徳島 徳島市国府町観音寺
（株）基礎建設コンサルタント 徳島市国府町南岩延
(株)ディー・エー・コーポレーション 徳島市国府町北岩延
徳島県食肉衛生検査所 徳島市不動本町２丁目
イシイ自動車 徳島市不動西町４丁目
四国大陽日酸（株） 徳島市北田宮１丁目
徳島市加茂名デイサービスセンター 徳島市庄町５丁目
西精工（株）本社工場 徳島市南矢三町１丁目
（有）ダイテック 徳島市国府町早渕



徳島環境整備（株） 徳島市庄町３丁目
社会福祉法人 健祥会 徳島市国府町東高輪
富士自動車 徳島市佐古三番町
（株）板東電気 徳島市佐古三番町
（有）西白衣 徳島市南庄町３丁目
（株）光建 徳島市名東町３丁目
佐藤製菓（株） 徳島市国府町南岩延
（有）コムラ電機 徳島市名東町２丁目
（株）マネジメント・スタッフ 徳島市北島田町１丁目
日本電子機器（株） 徳島市佐古１番町
社会福祉法人　さわらび会 徳島市名東町２丁目
(株)ＮＴＴフィールドテクノ四国支店徳島営業所 徳島市中島田町２丁目
（有）青木板金工業 徳島市中吉野町４丁目
（株）姫野組 徳島市佐古八番町
介護老人保健施設　名月苑 徳島市名東町１丁目
ほたる運転代行 徳島市南田宮１丁目
（株）姫野組 住宅センター 徳島市南島田町２丁目
医療法人 三成会 徳島市北島田町１丁目
医療法人明和会 介護老人保健施設国府リハビリテーションフェニックス 徳島市国府町井戸
城南代行 徳島市庄町４丁目
エース環境設計（株） 徳島市南田宮2丁目
徳島県徳島家畜保健衛生所 徳島市南庄町５丁目
㈱ヨシダ 徳島市国府町敷地
ありがとうございます（株） 徳島市北田宮１丁目
ホシザキ四国（株）徳島中央営業所・徳島北営業所 徳島市庄町５丁目
日化メンテナンス(株)四国営業所 徳島市中島田町４丁目
社会福祉法人 徳島県社会福祉事業団 徳島市南矢三町２丁目
有限会社スズエ商事 徳島市南島田２丁目
（有）マーキュリー 徳島市国府町南岩延
田村工業（有） 徳島市不動西町４丁目
四電エナジーサービス（株）徳島支店 徳島市北矢三町３丁目
（株）くまごろう 徳島市国府町南岩延
徳島県立城北高等学校 徳島市北田宮４丁目
（有）漆原電気 徳島市国府町西矢野
徳島県立徳島科学技術高等学校 徳島市北矢三町２丁目
株式会社建設マネジメント四国 徳島市北佐古二番町
（株）群生 徳島市春日３丁目
医療法人 徳松会 徳島市南庄町４丁目
（株）玉井歯科商店 徳島店 徳島市北矢三町２丁目
白寿会西部デイサービスセンター 徳島市不動西町３丁目
大東建託リーシング株式会社徳島店 徳島市北矢三町１丁目
（株）絆悠 徳島市国府町芝原
石井養鶏農業協同組合 名西郡石井町石井
神山町役場 名西郡神山町神領
石井町役場 名西郡石井町高川原
（株）拓洋建設 名西郡神山町上分
岸田工業（株） 名西郡石井町石井
徳島県立農林水産総合技術支援センター 名西郡石井町石井
（有）ふじわら 名西郡石井町高原
日本郵便（株）広野郵便局 名西郡神山町阿野
笠井建設株式会社 名西郡石井町石井
㈱神山温泉 名西郡神山町神領
徳島中央森林組合 名西郡神山町神領
（有）吉岡自動車 名西郡石井町高原
（有）あけぼの清掃 名西郡石井町高川原
ＮＫ関西工建（株） 名西郡石井町藍畑
三菱電機住環境システムズ㈱中四国支社徳島支店 名西郡石井町高川原
（株）昭和土建 名西郡神山町阿野
石井郵便局 名西郡石井町石井
社会福祉法人　カリヨン　れもん 名西郡石井町石井
㈱南本組 名西郡神山町下分
（株）イシイフーズ 名西郡石井町高川原
剣菱建設㈱ 名西郡石井町高川原
（株）相原工業 名西郡神山町阿野
永正組 名西郡神山町阿野
結婚式場ふるたけ 名西郡石井町浦庄
有限会社坂東工業 名西郡神山町阿野
（有）木留リース 名西郡石井町石井



（有）犬伏建設 名西郡石井町高原
介護老人保健施設かじかの郷 名西郡神山町神領
㈱谷食糧 名西郡石井町藍畑
徳島県動物愛護管理センター 名西郡神山町阿野
名西郡農業協同組合　神山支所 名西郡神山町神領
南商事(株)　徳島営業所 名西郡石井町石井
株式会社フジ フジグラン石井 名西郡石井町高川原
（有）井内清掃 名西郡石井町石井
（有）やまか建設 名西郡神山町鬼篭野
（有）田村建設 名西郡神山町上分
名西消防組合本部 名西郡石井町高川原
名西郡農業協同組合 神山センター 名西郡神山町鬼籠野
(株)木乃山工務店 名西郡石井町高川原
（株）ＮＤＫ 名西郡石井町高川原
（株）ネクストワン 名西郡石井町石井
コカ・コーラボトラーズジャパンベンディング㈱徳島事業所 名西郡石井町高川原
（有）石井養豚センター 名西郡石井町高川原
（株）栄和ハウス 名西郡石井町石井
(株)スズキ自販徳島　石井営業所 名西郡石井町石井
尾上建設（有） 名西郡石井町藍畑
社会福祉法人 青藍 名西郡石井町高原
名西郡農業協同組合 名西郡石井町高川原
運転代行　夢 名西郡石井町石井
協栄生コンクリート工業（株） 名西郡石井町高川原
（株）アイピー通商 名西郡石井町石井
社会福祉法人カリヨン れもんワークス 名西郡石井町石井
(株)常磐メディカルサービス 徳島(営) 名西郡石井町高川原
医療法人 有誠会 手束病院 名西郡石井町石井
日本郵便株式会社　今井郵便局 名西郡神山町下分
運転代行セーフ 名西郡石井町石井
コカ・コーラ ボトラーズ ジャパン㈱チェーンストア徳島支店 名西郡石井町高川原
昭和電工マテリアルズ㈱五井事業所（徳島） 徳島市北田宮３丁目
徳島健康生活協同組合 健生石井クリニック 名西郡石井町高川原
三浦工業（株）徳島支店 徳島市南島田町２丁目
徳島県立城西高等学校神山校 名西郡神山町神領
（福）飛鳥デイサービスセンター 徳島市佐古二番町
日本赤十字社徳島県支部 徳島市庄町３丁目
（株）中四国クボタ 国府営業所 名西郡石井町高川原
社会福祉法人カリヨン スタジオれもん 名西郡石井町石井
（株）カワフジ 石井営業所 名西郡石井町高原
セブン代行運転 名西郡神山町阿野
四国日の出商事（株） 徳島市国府町南岩延
神山代行 名西郡神山町神領
徳島市上下水道局 浄水課 名西郡石井町藍畑
ＮＴＴアノードエナジー株式会社　徳島支店 徳島市中島田町２丁目
（株）永 和 名西郡石井町高原
丸豊保険サービス（株） 徳島市国府町花園
株式会社スズキ自販徳島徳島西 徳島市国府町井戸
徳島自動車部品センター（株）中央営業所 徳島市国府町北岩延
（株）阿波銀行石井支店 名西郡石井町石井
喜多機械産業（株）名田橋機材センター 徳島市不動北町２丁目
（医）明和会たまき青空訪問介護ステーション 徳島市国府町早淵
徳島トヨペット(株)テクノリバー石井店 名西郡石井町高川原
（株）ヤマダデンキ　Tecc　LIFE　SELECT　徳島本店 徳島市中吉野町４丁目
国府運転代行 徳島市国府町南岩延
むくの木クリニック 徳島市国府町東高輪
アイムスタイル（株） 徳島市入田町笠木
グループホーム濃姫・ディセンター上総介 名西郡石井町石井
四国電設工業株式会社　徳島営業所 徳島市国府町府中
健祥会ひまわり 徳島市国府町東高輪
株式会社ホームケアべんり堂 徳島市北矢三町１丁目
田村電設株式会社 徳島市国府町日開
有限会社ワールドマッシュ 名西郡神山町鬼籠野
株式会社徳島ダイハツモータース国府店 徳島市国府町観音寺
株式会社光土地 徳島市佐古三番町
株式会社光土地 徳島市南島田町３丁目
サカイリハトレセンター 徳島市国府町桜間
徳島名西警察署　　石井庁舎 名西郡石井町石井



さくら税理士法人 徳島市佐古五番町
うさぎ代行 徳島市北島田町３丁目
石井町有線放送農業共同組合 名西郡石井町高川原
ショートステイ昭誠館天神 名西郡石井町高川原
医療法人明和会　たまき青空居宅介護支援事業所 徳島市国府町和田
株式会社ファルコン 徳島市南島田町２丁目
四国アセチレン工業株式会社徳島営業所 名西郡石井町藍畑
神山すだち園 名西郡神山町阿野
（株）学研エリアマーケット 徳島市鮎喰町１丁目
株式会社マイオール 徳島市国府町南岩延
社会福祉法人有誠福祉会　国府複合在宅支援施設仁誠館 徳島市国府町早淵
ニチイケアセンター徳島西 徳島市国府町府中
(医）徳松会　デイサービスまどか 徳島市南庄町４丁目
（株）そら 徳島市名東町３丁目
まこと訪問看護ステーション藍畑拠点 名西郡石井町藍畑
神山町デイサービスセンター 名西郡神山町神領
特定非営利活動法人あいの里 徳島市国府町和田
地域生活支援拠点　ふらっとKOKUFU 徳島市国府町中
障害者支援センターきのこハウス 徳島市国府町中
社会福祉法人有誠福祉会（養護老人ホーム仁寿園、グループホーム希、デイ
サービスセンター気延の里）

名西郡石井町石井

介護老人保健施設　エルダリーガーデン 徳島市南庄町４丁目
株式会社津久司工業 徳島市国府町花園
豆田商店（株） 徳島市名東町２丁目
デイサービスセンター松の実 徳島市名東町３丁目
ニチイケアセンター矢三 徳島市矢三町３丁目
イツモスマイル株式会社（本社） 徳島市佐古二番町
デイサービスセンターイツモスマイル 徳島市北田宮１丁目


