
【徳島板野警察署管内】
事業所名 住所
㈱北島組　北島支店 板野郡北島町鯛浜
（株）北光社 徳島市川内町平石流通団地
北岡平成生コンクリート（株） 板野郡北島町太郎八須
徳島県徳島板野警察署 板野郡北島町鯛浜
㈱ナカムラ広報 徳島市応神町応神産業団地
（株）アスティス 徳島営業部 徳島市川内町平石夷野
国土防災技術株式会社　四国支店 徳島市川内町榎瀬
（株）フードセンター 徳島市川内町沖島
四国化工機（株）本社工場 板野郡北島町太郎八須
㈱多田組 板野郡松茂町広島
（有）ささだ 徳島市応神町東貞方
東光株式会社 徳島市応神町吉成
特別養護老人ホーム 健祥会モルダウ 徳島市応神町古川
板野東部消防組合 第１消防署 板野郡北島町北村
大塚製薬（株）徳島本部 徳島市川内町加賀須野
（学）四国大学 徳島市応神町古川
宝建築美粧有限会社 板野郡北島町北村
ＵＤトラックス株式会社徳島カスタマーセンター 板野郡北島町北村
国土交通省 四国地方整備局 徳島河川国道事務所 徳島国道出張所 板野郡松茂町広島
社会福祉法人 めばえ会 めばえ保育園 板野郡北島町中村
（学）北島学園　さゆり幼稚園 板野郡松茂町中喜来
徳島ヤクルト販売（株） 板野郡北島町中村
三晃産業（株） 徳島市川内町平石流通団地
（株）ビュー設計 徳島市川内町平石古田
（有）栄工業 徳島市川内町米津
東邦セールス株式会社 徳島市応神町吉成
（学）生光学園 徳島市応神町中原
㈱佐渡 徳島市川内町平石流通団地
（株）ミトモ製作所 板野郡北島町太郎八須
松茂町役場 板野郡松茂町広島
北島町役場 板野郡北島町中村
（株）正木産業 徳島市川内町大松
三和電業（株）北島支店 板野郡北島町中村
美馬商事㈱ 徳島市川内町平石流通団地
（有）三木重 板野郡松茂町広島
（株）四国中検　徳島検査所 徳島市川内町平石夷野
(有)山尾組 徳島市応神町古川
社会福祉法人松茂町社会福祉協議会 板野郡松茂町広島
有限会社正和製作 徳島市川内町沖島
生活協同組合とくしま生協 板野郡北島町中村
（有）阿望建設 徳島市川内町大松
（株）キョーエイ 徳島市川内町加賀須野
株式会社トート 徳島市川内町加賀須野
株式会社モリカン 板野郡松茂町中喜来
岡村工業株式会社 徳島市川内町平石若宮
社会福祉法人 仁栄会 板野郡松茂町広島
四国岩谷産業（株）徳島支店 板野郡松茂町満穂
㈱渡辺不動産 板野郡北島町江尻
四国ガス燃料㈱徳島営業所 板野郡松茂町笹木野
中央特車（有） 板野郡北島町鯛浜
花王グループカスタマーマーケティング㈱中四国地区徳島オフィス 板野郡北島町太郎八須
（有）トビウオスイミングスクール川内 徳島市川内町松岡
徳島県防災人材育成センター 板野郡北島町鯛浜
（株）品山組 徳島市応神町東貞方
サントリービバレッジソリューション株式会社徳島支店 板野郡松茂町住吉
四国三菱電機販売（株）徳島支店 徳島市川内町平石流通団地
住若海運（株） 板野郡松茂町笹木野
アール・エスホーム（株） 板野郡松茂町字笹木野
徳島県警察本部 交通部 高速道路交通警察隊 徳島市応神町古川
社会福祉法人　北島町社会福祉協議会 板野郡北島町新喜来
（有）丸廣工業建設 徳島市応神町東貞方
株式会社四電工　徳島営業所 徳島市応神町応神産業団地
株式会社愛桐家具 徳島市川内町平石住吉
四国建設コンサルタント（株） 徳島市応神町応神産業団地
（株）綜合医療 板野郡北島町北村
医療法人 弘誠会 浦田病院 板野郡松茂町広島
（株）大一器械 徳島市川内町平石若宮



（有）日華焼付塗装工業 徳島市川内町榎瀬
森六アグリ（株） 徳島市川内町平石若宮
高松帝酸（株）徳島営業所 板野郡松茂町笹木野
西日本高速道路株式会社　四国支社　徳島高速道路事務所 徳島市応神町古川
港産業（株） 徳島市川内町平石住吉
日本リースキン（株）徳島営業所 徳島市応神町古川
（株）アズマ建設 徳島市川内町小松東
（株）新居伝　徳島営業所 板野郡北島町北村
株式会社阿波化成 徳島市川内町平石流通団地
田宮車体 徳島市川内町北原
徳島県建設労働組合 徳島市川内町沖島
（株）創建 徳島市川内町上別宮東
医療法人 悠穣会 板野郡松茂町中喜来
（株）伊藤園 徳島支店 板野郡松茂町笹木野
川内モータース 徳島市川内町榎瀬
立石電業（株） 徳島市川内町平石夷野
日本郵便株式会社　北島郵便局 板野郡北島町江尻
高原建設（株） 徳島市川内町宮島錦野
（有）福原建設 徳島市川内町北原
積和建設四国株式会社　東四国支店　徳島事業所 徳島市川内町平石流通団地
有限会社広永工務店 徳島市応神町吉成
（株）ひのき 板野郡北島町江尻
（株）第一鐵工 板野郡北島町新喜来
赤松化成工業（株） 板野郡松茂町満穂
（有）新居工業所 徳島市応神町古川
吉野川育成園 板野郡松茂町笹木野
（株）ホンダカーズ徳島 応神店 徳島市応神町東貞方
南海造園土木（株） 徳島市応神町吉成
（有）四国エレファント工業 徳島市川内町平石夷野
（株）応神鉄工 徳島市応神町吉成
大鵬薬品工業(株)徳島工場 徳島市川内町平石夷野
（株）伸ホーム 板野郡北島町鯛浜
（株）ミヤウチ 徳島市川内町上別宮東
三和プラントエンジニアリング（株） 板野郡北島町太郎八須
吉野川さく泉工業（有） 徳島市川内町沖島
松茂青果有限会社 板野郡松茂町住吉
（有）折上産業 板野郡北島町北村
株式会社はなおか 板野郡北島町鯛浜
大東興業（株） 板野郡松茂町豊岡
マルワ環境（株）北島支店 板野郡北島町北村
（株）板東庭園 徳島市川内町榎瀬
（株）松下印刷 徳島市応神町応神産業団地
（有）アワパック 徳島市川内町平石流通団地
おりなす　地域支援課　愛育会地域生活総合支援センター 板野郡松茂町満穂
（株）金剛 徳島市川内町平石住吉
（有）多田オート販売 板野郡北島町高房
株式会社サニックス徳島営業所 徳島市川内町北原
吉成種苗株式会社 徳島市川内町平石流通団地
西日本高速道路エンジニアリング四国（株）徳島道路事務所 徳島市応神町古川
（株）天野ボディショップ 板野郡北島町太郎八須
東洋防災工業（株） 徳島市川内町小松東
株式会社山の内建設 徳島市応神町吉成
渡辺塗料（株） 徳島市川内町平石流通団地
株式会社川内開発 徳島市川内町下別宮西
（株）大阪特殊鋼管製造所徳島工場 板野郡松茂町豊久
シコク環境ビジネス㈱徳島営業所 徳島市応神町吉成
合建警備保障（株） 徳島市川内町平石夷野
コウ・コーポレーション（株） 徳島市川内町鶴島
（株）電信 徳島市川内町平石若宮
光設計（株） 徳島市川内町平石住吉
（株）四国車体 板野郡北島町太郎八須
堀井産業（株） 徳島市応神町応神産業団地
帝国プロパン（株） 徳島市川内町沖島
株式会社四電技術コンサルタント 徳島支店 徳島市応神町応神産業団地
（株）天満 徳島市川内町鈴江東
（株）マルハ物産 板野郡松茂町住吉
（株）徳重 板野郡北島町中村
（株）丸一 徳島市川内町平石流通団地
大塚化学（株）徳島工場 徳島市川内町加賀須野



ネッツトヨタ徳島（株）空港店 板野郡松茂町笹木野
ニタコンサルタント（株） 徳島市川内町鈴江西
大塚製薬（株）徳島支店 徳島市川内町平石夷野
徳島森林管理署 徳島市川内町鶴島
（株）共誠 北支店 徳島市応神町応神産業団地
東邦化工建設（株）徳島事業所 徳島市応神町吉成
行政書士法人 ミキ企画 徳島市応神町東貞方
(医)修誠会 介護老人保健施設敬愛の家 板野郡北島町中村
（株）大正鉄工所 徳島市応神町応神産業団地
（株）日野店舗建築 徳島市応神町吉成
（有）丸忠建設 板野郡北島町北村
（有）ジャンプ工業 板野郡北島町中村
（株）井原工業 板野郡北島町鯛浜
（株）近藤紙店 配送センター 徳島市応神町応神産業団地
株式会社ビー・エム・エル 徳島営業所 徳島市川内町平石流通団地
一宮建設重量(株) 板野郡北島町高房
東和薬品（株）徳島営業所 徳島市川内町加賀須野
公益社団法人　徳島森林づくり推進機構 徳島市川内町平石住吉
（一社）徳島県交通安全協会 板野郡松茂町満穂
徳島県警察本部交通部運転免許課 板野郡松茂町満穂
徳島県警察本部交通部交通指導課交通機動隊 板野郡松茂町笹木野
アルフレッサ篠原化学（株）徳島支店 徳島市川内町平石夷野
日建工業（株） 徳島市応神町吉成
（株）よんやく 徳島営業部 板野郡北島町鯛浜
徳島県住宅供給公社 徳島市川内町平石住吉
三和空調(株)ＨＶＡＣ事業部 四国支店 板野郡松茂町笹木野
(株)アクティオ四国支店　徳島営業所 板野郡北島町鯛浜
（株）香川銀行 徳島支店 板野郡北島町江尻
四国労働金庫 徳島北支店 板野郡北島町中村
（株）レンタルのニッケン 鳴門出張所 板野郡松茂町中喜来
かねこみそ株式会社 板野郡藍住町奥野
（有）出口種鶏場 板野郡上板町神宅
（株）ジェイテクト 四国工場徳島事業所 板野郡藍住町奥野
徳島県徳島板野警察署 板野庁舎 板野郡板野町大寺
大塚製薬(株)徳島板野工場 板野郡板野町松谷
吉田商事㈱ 板野郡藍住町住吉
石川石油ガス（株） 板野郡藍住町徳命
ネッツトヨタ徳島（株）藍住店 板野郡藍住町徳命
株式会社新野 板野郡板野町下庄
上板町役場 板野郡上板町七條
藍住町役場 板野郡藍住町奥野
板野町役場 板野郡板野町吹田
（福）ルミエール マザーグースの家 板野郡板野町川端
徳島県立農林水産総合技術支援センター 畜産研究課 板野郡上板町泉谷
松島スポーツ少年団 板野郡上板町七條
宗教法人　天理教高志分教会 板野郡上板町瀬部
(有)犬伏商店 板野郡板野町西中富
光洋シーリングテクノ（株） 板野郡藍住町笠木
松尾建設㈱ 板野郡上板町神宅
医療法人 清樹会 清水内科デイサービスセンター 板野郡藍住町徳命
（有）安原モータース 板野郡上板町七條
徳島日産自動車（株）板野店 板野郡板野町西中富
社会医療法人凌雲会　介護老人保健施設昴 板野郡藍住町矢上
株式会社徳島豊国生コンクリート工業 板野郡藍住町徳命
徳島日産自動車㈱日産カーパレス藍住 板野郡藍住町奥野
板野西部消防組合消防本部 板野郡板野町羅漢
社会福祉法人 徳島県心身障害者福祉会 あおばの郷 板野郡上板町神宅
（有）みちよ亭 板野郡藍住町住吉
国立療養所東徳島病院 板野郡板野町大寺
徳島工業短期大学 板野郡板野町犬伏
徳島ヴォルティス株式会社 板野郡板野町犬伏
中国四国農政局 四国東部農地防災事務所 板野郡板野町大寺
㈱うなぎや 板野郡藍住町東中富
日本郵便（株）藍住郵便局 板野郡藍住町奥野
(株)谷崎建設・設計事務所 板野郡藍住町勝瑞
株式会社シンク・フーズ 板野郡藍住町徳命
三成建設（株） 板野郡板野町犬伏
徳島県立板野支援学校 板野郡板野町大寺
（有）レストラン際 板野郡上板町西分



（株）貴志商店 板野郡藍住町徳命
（株）吉岡組 板野郡藍住町徳命
讃高仮設リース㈱徳島機材センター 板野郡板野町西中富
（有）小田工業 板野郡板野町西中富
（株）ヨコタホーム 板野郡藍住町東中富
(有)マルシンクリーン 板野郡板野町川端
冨士ファニチア㈱ 板野郡板野町矢武
ひまわり代行 板野郡上板町西分
阿波園芸（株） 板野郡藍住町徳命
前田建設（有） 板野郡上板町引野
川友建設（株） 板野郡上板町引野
社会医療法人 あいざと会 板野郡上板町佐藤塚
㈱ヨシミ 板野郡藍住町奥野
全国農業協同組合連合会徳島県本部米穀部パールライス課 板野郡板野町西中富
東條商事株式会社 板野郡板野町矢武
ぷりん代行 板野郡藍住町徳命
㈱ホンダ北徳島 Ｈｏｎｄａ Ｃａｒｓ徳島中央 藍住店 板野郡藍住町笠木
株式会社中央設計 板野郡板野町矢武
みのる代行運転 板野郡上板町神宅
四国理科（株）徳島営業所 板野郡藍住町奥野
社会福祉法人 上板町社会福祉協議会 板野郡上板町西分
（有）安芸人形店 板野郡藍住町奥野
東邦フィルム（株） 板野郡板野町羅漢
テック情報（株） 板野郡板野町犬伏
（株）アオキ 板野郡藍住町乙瀬
（株）三幸クリーンサービスセンター 板野営業所 板野郡板野町下庄
四国工業（株） 板野郡板野町西中富
上板郵便局 板野郡上板町七條
松浦開発興業（株） 板野郡藍住町徳命
大和建設（株） 板野町藍住町笠木
（株）東洋バルブ製造所 板野郡板野町吹田
三共建設株式会社 板野郡上板町七條
日本郵便（株）板野郵便局 板野郡板野町大寺
(福)ルミエール特別養護老人ホーム穂波園 板野郡板野町吹田
豊倉銘木（有） 板野郡上板町高磯
藍住建設（株） 板野郡藍住町矢上
板野東部消防組合 第２消防署 板野郡藍住町笠木
（株）中山エンジン 板野郡上板町神宅
（有）栄建設 板野郡板野町下庄
有限会社竹内園芸 板野郡板野町大寺
（株）さかぐち 板野郡藍住町乙瀬
東四国スバル株式会社徳島北店 徳島市応神町西貞方
（株）愛晃 板野郡藍住町富吉
老人保健施設 健祥会ハート 板野郡上板町下六條
プレジール・アオバ 板野郡上板町神宅
上板あおば苑 板野郡上板町西分
（有）共和酸素商会 板野郡上板町高磯
徳島石材産業株式会社 板野郡板野町川端
（株）シケン　徳島営業所 板野郡板野町羅漢
東海コンクリート工業株式会社 板野郡上板町七條
小川土木（有） 板野郡板野町川端
板野郡農協　農機具センター 板野郡藍住町奥野
（有）漆原建工 板野郡藍住町富吉
（有）佐野自動車 板野郡藍住町東中富
（有）新設計工房 板野郡上板町西分
松崎自動車 板野郡板野町矢武
みどり代行 板野郡藍住町徳命
（株）アスカ 板野郡上板町上六條
株式会社エコリース 板野郡板野町川端
株式会社近松 板野郡上板町神宅
（株）増原興業 板野郡藍住町矢上
（有）板野ホンダ販売 板野郡上板町椎本
四国アルミ建材（株） 板野郡藍住町矢上
（株）ＴＥＲＡＺＡＷＡ 板野郡藍住町乙瀬
（株）クレア 板野郡藍住町住吉
亜光建設（株）上板工場 板野郡上板町七條
アサンスポーツクラブ 板野郡上板町七條
日本コムシス（株）四国支店 板野郡板野町犬伏
陣運転代行 板野郡上板町鍛冶屋原



特定非営利活動法人藍住町手をつなぐ育成会 板野郡藍住町東中富
日本道路（株）徳島営業所 板野郡板野町矢武
徳島県立板野高等学校 板野郡板野町川端
特定非営利活動法人 とくしま発達支援センター れもんキッズ藍住 板野郡藍住町奥野
医療法人 清樹会 デイサービス彩 板野郡藍住町富吉
ＴＯＴＯ（株）徳島営業所 板野郡藍住町徳命
（公社）徳島県シルバー人材センター連合会 徳島市川内町平石住吉
おりなす　就労支援課　なごみ 板野郡松茂町笹木野
徳島市農業協同組合 東部営農経済センター 徳島市川内町沖島
ｅ－Ｌｉｆｅ 板野郡藍住町勝瑞
（株）中四国クボタ 北島営業所 板野郡北島町北村
富士スレート株式会社 板野郡北島町太郎八須
板野郡農業協同組合 板野郡上板町神宅
（福）凌雲福祉会 特別養護老人ホーム 藍寿苑 板野郡藍住町富吉
社会福祉法人 凌雲福祉会 ケアハウス サンガーデン凌雲 板野郡藍住町矢上
特定非営利活動法人 ライフ・サポート徳島 板野郡藍住町乙瀬
ブリヂストンタイヤサービス西日本（株）徳島店 徳島市川内町宮島浜
株式会社徳島マツダ 川内店 徳島市川内町平石古田
（株）太陽設備 徳島支店 徳島市応神町吉成
フレンド 板野郡松茂町満穂
医療法人きたじま倚山会きたじま田岡病院 板野郡北島町鯛浜
ＳＭＳいーちスクール 板野郡上板町西分
徳島自動車部品センター（株）北部営業所 板野郡北島町鯛浜
大鵬薬品工業(株)北島工場 板野郡北島町高房
株式会社アクセル徳島　応神営業所 徳島市応神町応神産業団地
ジャパンメディカル（株） 板野郡松茂町笹木野
㈱西日本メディカル徳島営業所 徳島市川内町平石若宮
神原ミツウロコ（株） 徳島市応神町応神産業団地
生活協同組合　コープ自然派しこく　 板野郡板野町川端
徳島トヨペット株式会社シジョーマルシェ北島店 板野郡北島町鯛浜
（株）ケイアールテック 徳島市川内町榎瀬
障害者支援施設健祥苑 徳島市応神町古川
デイセンター日吉丸 板野郡藍住町徳命
京阪通信工業（株）徳島営業所 板野郡松茂町広島
株式会社フィット　松茂オフィス 板野郡松茂町中喜来
有限会社山田水道 板野郡北島町北村
株式会社大塚製薬工場　松茂工場 板野郡松茂町豊久
ノヴィルカーベイス株式会社　松茂サービス工場 板野郡松茂町満穂
株式会社ウエスト 徳島市川内町榎瀬
徳島電制株式会社 板野郡北島町太郎八須
小松設備株式会社 徳島市川内町大松
サポート株式会社 徳島市川内町旭野
ジャパンフィールドサービス株式会社 徳島市川内町鈴江西
ノヴィルカーベイス株式会社　カーセブン川内店 徳島市川内町平石古田
株式会社徳島設計工房 徳島市川内町竹須賀
株式会社レック・フィールドサービス 徳島市川内町沖島
ノヴィルフォーワード株式会社　川内サービス工場 徳島市川内町大松
株式会社ダイハツモータース藍住店 板野郡藍住町笠木
イエローハット徳島藍住店 板野郡藍住町住吉
株式会社ジェームス徳島　ジェームス北島 板野郡北島町鯛浜
有限会社カイタクコーポレーション 板野郡北島町新喜来
株式会社プレイス 板野郡藍住町徳命
岡本工業有限会社 板野郡上板町神宅
株式会社徳島ジャムコ 板野郡松茂町笹木野
片山化学工業株式会社　徳島営業所 徳島市応神町古川
株式会社さとう農園 板野郡藍住町奥野
株式会社ブルケン四国　徳島営業所 板野郡松茂町広島
株式会社成島建設 徳島市川内町下別宮西
徳島県建設技術センター 徳島市川内町平石住吉
Age　Tech株式会社　徳島営業所 板野郡板野町大寺
株式会社石飛製作所 板野郡松茂町満穂
指定障がい福祉サービス事業所　niyary 板野郡上板町七條
医療法人　丹誠会　デイケアセンター　つどい 板野郡藍住町奥野
北島郵便局　かんぽサービス部　徳島支店 板野郡北島町江尻
三信電気水道株式会社　徳島営業所 板野郡松茂町笹木野
社会福祉法人成蹊会 板野郡松茂町笹木野
社会福祉法人友情会　ケアハウス　えんじゅ 板野郡松茂町広島
社会福祉法人友情会　グループホームえんじゅ 板野郡北島町北村
株式会社コープ有機 徳島市川内町平石若松



きりん教室　あいずみ 板野郡藍住町東中富
トヨタカローラ徳島株式会社　藍住・板野店 板野郡藍住町徳命
徳島北障害者支援センター 板野郡北島町中村
樫野石灰工業株式会社 板野郡北島町中村
介護老人保健施設ライフケア応神 徳島市応神町古川
（有）長尾クリーニング店 徳島市応神町応神産業団地
尾原工業株式会社 板野郡上板町七條字北高瀬
株式会社サンブレーン・プラン 徳島市応神町応神産業団地
株式会社エー・アンド・ビー 板野郡北島町鯛浜
株式会社　秦冷機 板野郡上板町瀬部
（株）ＮＩＰＰＯ・（株）北島組ＪＶ 板野郡北島町鯛浜
有限会社　あけぼのサービス 板野郡北島町中村
（株）アウトソーシング　徳島営業所 板野郡藍住町東中富
ニチイケアセンター徳島北 板野郡北島町高房
(株)高徳　トレラ 板野郡板野町大寺
(株)パルトゥー 板野郡松茂町中喜来
株式会社タキウエケイソー 板野郡藍住町勝瑞
理研リブラ株式会社 徳島市川内町鈴江南
社会医療法人凌雲会　稲次病院 板野郡藍住町笠木
(有)大源商会 徳島市応神町応神産業団地
株式会社オオクボ 板野郡北島町中村
児童デイサービス　ここあ 板野郡上板町泉谷
アース製薬株式会社　中四国支店　岡山出張所　徳島駐在 徳島市川内町加賀須野
（株）ゼルアクト 板野郡板野町犬伏


