
【徳島中央署管内】
事業所名 住所
東和工業株式会社 徳島市昭和町４丁目
エーザイ株式会社徳島コミュニケーションオフィス 徳島市八百屋町３丁目
徳島トヨタ自動車（株） 徳島市中前川町５丁目
（株）徳島ダイハツモータース 徳島市論田町本浦下
（学）わかくさ学園 わかくさ幼稚園 徳島市津田本町４丁目
株式会社トーヨータイヤジャパン 徳島市南沖洲５丁目
（株）四電工 徳島支店 徳島市中前川町５丁目
徳島市財政部財産管理活用課 徳島市幸町２丁目
徳島トヨタ自動車（株）オートモール店 徳島市中前川町５丁目

徳島市八万町千鳥
全日本食品株式会社　四国営業所 徳島市東沖洲２丁目
（株）徳島中央木材市場 徳島市津田海岸町
宝扇商事（株） 徳島市末広１丁目
大東建託パートナーズ株式会社　徳島営業所 徳島市南沖洲５丁目
大鵬薬品工業(株)高松支店 徳島出張所 徳島市八百屋町２丁目
徳島市東部環境事業所 徳島市論田町元開
株式会社ヨンスイ 徳島市北沖洲４丁目
社会福祉法人 白寿会 徳島市住吉４丁目
徳島トヨタ自動車（株）レクサス徳島 徳島市中前川町五丁目
四国地方整備局徳島河川国道事務所 徳島市上吉野町３丁目
鹿子酒類卸株式会社 徳島市山城西４丁目
西日本電信電話（株）徳島支店 徳島市西大工町２丁目
山田電建（株） 徳島市末広２丁目
（株）徳島第一自動車教習所 徳島市論田町本浦下
株式会社日本政策金融公庫 徳島支店 国民生活事業 徳島市中洲町１丁目
ダートコーヒー(株)徳島支店 徳島市八万町寺山
ネッツトヨタ徳島（株）徳島店 徳島市論田町本浦下
徳島県警察本部 徳島市万代町２丁目
徳島市役所  都市建設部公園緑地課 徳島市幸町２丁目
自衛隊徳島地方協力本部 徳島市万代町３丁目
(有)東海産 徳島市北沖洲４丁目
（株）エスクリ渭水苑／祥雲閣 徳島市沖浜東１丁目
日本郵便株式会社徳島中央郵便局第一集配営業部 徳島市八百屋町１丁目
（株）ゆうちょ銀行 徳島店 徳島市八百屋町１丁目
徳島市消防局　警防課 徳島市新蔵町１丁目
日本郵便(株)徳島中央郵便局 第二集配営業部 徳島市八百屋町１丁目
徳島日産自動車株式会社徳島店 徳島市昭和町8丁目
富士通エフサス西日本カスタマサービス株式会社 徳島市かちどき橋２丁目
(有)中川組 徳島市論田町本浦上
徳島県東部県土整備局 徳島庁舎 徳島市南末広町
（株）アイデル 徳島市東沖洲１丁目
三協商事（株） 徳島市万代町５丁目
（株）四国銀行徳島営業部 徳島市八百屋町３丁目
(株)日立ビルシステム 四国支社 徳島営業所 徳島市藍場町１丁目
東京海上日動調査サービス（株）四国事業所 徳島損害課 徳島市寺島本町西２丁目
徳島市上下水道局 中央浄化センター 徳島市南昭和町３丁目
徳島市役所 河川水路課 徳島市幸町２丁目
徳島県漁業協同組合連合会 徳島市東沖洲２丁目
(株)サイネクッス　徳島支店 徳島市中常三島町１丁目
嵯峨峡　渡月 名東郡佐那河内村下
（株）ケイ・アール・ケイ・カキハラ 徳島市津田海岸町
株式会社あじかん 徳島営業所 徳島市金沢１丁目
医療法人 青樹会 徳島市丈六町行正
四国放送（株） 徳島市中徳島町２丁目
株式会社イルローザ 徳島市南沖洲５丁目
（有）野口鉄工所 徳島市南昭和町５丁目
徳島県経営戦略部管財課 徳島市万代町１丁目
宮崎商事㈱ 徳島市八万町大坪
（有）ダイチ建設 徳島市金沢２丁目
佐那河内村役場 名東郡佐那河内村下
ＡＬＳＯＫ徳島（株） 徳島市北出来島町２丁目
徳島石油㈱ 徳島市末広１丁目
有限会社髙源組 徳島市仲之町４丁目
（有）徳島誠進 徳島市大松町上ノ口



四国ガス（株）徳島支店 徳島市北出来島町１丁目
共栄火災海上保険㈱四国支店 徳島支社 徳島市西大工町１丁目
（株）徳島大正銀行 徳島市富田浜１丁目
丸善商事㈱ 徳島市中洲町１丁目
（株）ジョイメイト 徳島市沖浜１丁目
ミサワホーム四国（株）徳島支店 徳島市沖浜１丁目
徳島県東部保険福祉局（徳島保健所） 徳島市新蔵町３丁目
株式会社国際 徳島市中昭和町１丁目
㈱京屋サンティー サンティー事業本部 徳島市八万町沖須賀
株式会社みずほ銀行　徳島支店 徳島市東船場町１丁目
医療法人 いちえ会 伊月病院 徳島市徳島町２丁目
（株）富士コンピュータサービス 徳島市新蔵町１丁目
森六ケミカルズ㈱四国支店 徳島市富田浜３丁目
積水ハウス（株）徳島営業所 徳島市中洲町１丁目
徳島トヨタ自動車（株） フォルクスワーゲン徳島中央 徳島市中前川町５丁目
徳島生コンクリート工業（株） 徳島市飯谷町大の上
佐野電機工業㈱ 徳島市南昭和町３丁目
徳島県徳島中央警察署 徳島市徳島町２丁目
徳島三菱自動車販売株式会社 徳島市論田町和太開
東四国スバル株式会社　論田店 徳島市論田町大江
（株）徳島マツダ　本店 徳島市論田町小論田
㈱伊予銀行徳島支店 徳島市かちどき橋２丁目
株式会社吉本商事 徳島市大道１丁目
四国通建（株）徳島支店 徳島市東吉野町１丁目
旭鉱石（株） 徳島市飯谷町枇杷ノ久保
㈱樫野四国事業部徳島事業所 徳島市東沖洲２丁目
那賀川電機（株） 徳島市住吉２丁目
有限会社斎藤防水工業 徳島市吉野本町６丁目
徳島県東部県税局徳島庁舎 徳島市新蔵町１丁目
セーラー広告（株）徳島支社 徳島市新南福島１丁目
徳島県保険福祉部　東部保健福祉局 徳島市新蔵町１丁目
（株）百十四銀行 徳島支店 徳島市かちどき橋３丁目
株式会社徳島中央自動車教習所 徳島市城東町１丁目
日本たばこ産業株式会社徳島支社 徳島市中洲町３丁目
四国旅客鉄道（株）徳島電気区 徳島市寺島本町西１丁目
コマツカスタマーサポート（株） 徳島支店 徳島市論田町新開
シャープマーケティングジャパン（株）カスタマーサービス社　徳島SS 徳島市問屋町
（有）三輪鉄工所 徳島市大松町大久保
株式会社ヨコハマタイヤジャパン 四国カンパニー 徳島営業所 徳島市中前川町５丁目
キリンビール（株）四国支社 徳島支店 徳島市八百屋町３丁目
徳島市消防局　東消防署 徳島市新蔵町１丁目
とくしま動物園 徳島市渋野町入道
（株）アワケン 徳島市論田町新開
徳島県東部農林水産局（徳島） 徳島市新蔵町１丁目
一楽木工株式会社 徳島市大谷町大開
株式会社ニチイ学館 ニチイケアセンターおきのす 徳島市北沖洲３丁目
化研テクノ株式会社 徳島市東沖洲２丁目
杏林製薬株式会社　徳島営業所 徳島市幸町１丁目
平山建設株式会社 徳島市大松町榎原外
総合ビル・メンテム㈱ 徳島市大道２丁目
多田工業㈱ 徳島市津田海岸町
四国旅客鉄道（株）　徳島保線区 徳島市徳島町城内
大東建託（株）徳島支店 徳島市東大工町３丁目
ノヴィルランドフォーミング（株） 徳島市末広２丁目
グランド印刷㈱ 徳島市万代町６丁目
虎建材㈱ 徳島市昭和町８丁目
大久保産業㈱ 徳島市昭和町８丁目
徳島スズキ(株)アリーナアトラツイン 徳島市中前川町５丁目
（株）徳島エムテック 徳島市かちどき橋３丁目
(有)元木商店 徳島市通町３丁目
兼子建設（株） 徳島市吉野本町６丁目
UCCコーヒープロフェッショナル株式会社　徳島支店 徳島市中洲町３丁目
（株）クリチャー環境 徳島市雑賀町西開
（株）北島建設 徳島市中洲町１丁目
㈱ノブ工芸 徳島市新浜町２丁目
中国四国管区警察局　四国警察支局　徳島県情報通信部 徳島市万代町２丁目



株式会社ビーエス工機 徳島市東沖洲２丁目
（株）トクジム 徳島市三軒屋町東
（株）黒崎器械 徳島市福島１丁目
栄光ハウジング（株） 徳島市住吉４丁目
徳島トヨペット（株） 徳島市昭和町８丁目
徳島県土地改良事業団体連合会 徳島市伊月町１丁目
（一社）徳島県森林協会 徳島市かちどき橋１丁目
（株）ヤナセ 徳島支店 徳島市かちどき橋２丁目
(株)後藤商店 徳島市昭和町８丁目
寿屋商事㈱ 徳島市東沖洲２丁目
（有）原商 徳島市大松町上の口
（株）スズキ自販徳島 徳島市沖浜東２丁目
徳島市立高校 徳島市北沖洲１丁目
（株）ドコモＣＳ四国 徳島支店 徳島市北常三島町１丁目
伊藤ハムミート販売西（株）徳島（営） 徳島市北沖洲２丁目
（有）オーティ企画八多作業所 徳島市八多町風早北
協業組合徳島印刷センター 徳島市問屋町
(独）高齢・障害・求職者雇用支援機構徳島支部　徳島職業能力開発促進センター 徳島市昭和町８丁目
株式会社武林組 徳島市富田橋１丁目
東武トップツアーズ（株）徳島支店 徳島市八百屋町３丁目
テルウェル西日本（株）四国支店徳島営業支店 徳島市西大工町２丁目
赤池食品㈱ 徳島市南沖洲５丁目
（株）ときわ 徳島市下助任町３丁目
㈱廣瀬工業所 徳島市助任本町６丁目
㈱共誠 徳島市津田海岸町
トヨタカローラ徳島ホールディングス株式会社 徳島市論田町本浦下
徳島中央郵便局 かんぽサービス部 徳島市八百屋町１丁目
医療法人 若葉会 徳島市西新浜町１丁目
三菱電機ビルソリューションズ株式会社 徳島市寺島本町東３丁目
（株）旭金属 徳島市東沖洲一丁目
株式会社ニシテック 徳島市津田海岸町
徳島自動車部品センター（株） 徳島市助任本町大坪
医療法人　橋本病院 徳島市中常三島町３丁目
(株)四国総合ビルサービス 徳島市末広1丁目
徳島県企業局総合管理推進センター 徳島市新蔵町１丁目
株式会社エコー建設コンサルタント 徳島市南末広町
中筋建工㈱ 徳島市大道１丁目
大和空調（株） 徳島市南昭和町２丁目
石原金属（株） 徳島市東沖洲２丁目
中外製薬株式会社　香川徳島支店　徳島オフィス 徳島市寺島本町西１丁目
（株）松本コンサルタント 徳島市東吉野町２丁目
興和特機商品販売（株） 徳島市西須賀町東開
（有）阿波自動車ガラス 徳島市中昭和町４丁目
宗教法人　天理教名東大教会 徳島市幟町１丁目
新港警備保障（株） 徳島市末広１丁目
社会福祉法人 徳島県心身障害者福祉会 あおばの杜 徳島市上八万町広田
有限会社徳島温水器サービス 徳島市北沖洲１丁目
（公財）とくしま産業振興機構 徳島市南末広町
（株）鷹鉾組 徳島市北沖洲３丁目
株式会社ヤマハシ 徳島市八万町下福万
医療法人 清和会 協立病院 徳島市八万町寺山
鳴門教育大学附属特別支援学校 徳島市上吉野町２丁目
徳島税務署 徳島市幸町３丁目
健生在宅ケアセンター 徳島市吉野本町６丁目
㈱テクノスモトキ 徳島市寺島本町東２丁目
学校法人　村崎学園　徳島文理大学 徳島市山城町西浜傍示
（株）イマデヤ 徳島市両国本町２丁目
（株）坂東ガラス店 徳島市東沖洲２丁目
（株）GHM　ホテル千秋閣 徳島市幸町３丁目
株式会社フタバ 徳島市銀座
株式会社アクセル徳島 徳島市南前川町５丁目
日本郵便株式会社徳島中央郵便局 第三集配営業部 徳島市八百屋町１丁目
大和リース（株）徳島営業所 徳島市万代町２丁目
徳島美装工業㈱ 徳島市秋田町４丁目
セコム（株）徳島統轄支社 徳島市中洲町２丁目
横関食糧工業（株） 徳島市東沖洲２丁目



四国電力株式会社　徳島支店 徳島市寺島本町東２丁目
（株）和合 徳島市問屋町
塩野義製薬（株）徳島出張所 徳島市八百屋町３丁目
オリックス徳島株式会社 徳島市八百屋町２丁目
（株）あらた四国支店四国物流センター 徳島市大松町榎原外
ネッツトヨタ徳島（株）本店 徳島市昭和町４丁目
東京海上日動火災保険株式会社　徳島支店 徳島市寺島本町西２丁目
小野薬品工業（株）徳島営業所 徳島市昭和町１丁目
佐々木開発工業㈱ 徳島市新浜町１丁目
ナーサリー富田幼児園 徳島市富田橋５丁目
北島酸素（株） 徳島市東沖洲２丁目
（株）ローソン　徳島支店 徳島市中吉野町３丁目
徳島県警察本部警備部機動隊 徳島市論田町中開
徳島県警察学校 徳島市論田町中開
徳島健生病院 徳島市下助任町４丁目
公益社団法人 徳島県環境技術センター 徳島市津田海岸町
ケーブルテレビ徳島（株） 徳島市新蔵町１丁目
（一社）日本自動車連盟 徳島支部 徳島市新南福島１丁目
タマホーム株式会社徳島支店 徳島市山城西４丁目
リコージャパン（株）徳島支社 徳島市金沢２丁目
(株)ＪＲ四国ホテルズ ＪＲホテルクレメント徳島 徳島市寺島本町西１丁目
（株）西谷建設 徳島市八万町中津浦
ブリヂストンタイヤソリューションジャパン株式会社徳島営業所 徳島市東沖洲２丁目
四国ガス産業㈱徳島営業所 徳島市北出来島町１丁目
徳島シティガス㈱ 徳島市富田橋１丁目
損害保険ジャパン（株）徳島支店 徳島市かちどき橋１丁目
共同ガス（株） 徳島市西新浜町２丁目
田辺三菱製薬株式会社 徳島営業所 徳島市八百屋町２丁目
（株）ダイキアクシス　徳島営業所 徳島市城東町１丁目
ハマヤ㈱徳島営業所 徳島市東沖洲２丁目
七福トータルサポート株式会社 徳島市新町橋２丁目
（株）三幸クリーンサービスセンター 徳島市徳島本町２丁目
（株）キリンビバックス 徳島支店 徳島市津田海岸町
（株）ＳＴＮｅｔ 徳島支店 徳島市寺島本町東２丁目
（株）エフエム徳島 徳島市寺島本町西１丁目
岡元木材㈱ 徳島市津田海岸町
徳島県信用保証協会 徳島市南末広町
西日本情報システム（株） 徳島市中昭和町２丁目
西野金陵（株）徳島支店 徳島市南昭和町３丁目
徳島県立保健製薬環境センター 徳島市新蔵町３丁目
（株）阿波銀行 本店営業部 徳島市東新町１丁目
株式会社　池田時計店 徳島市新町橋１丁目
四電ビジネス（株）徳島支店 徳島市寺島本町東２丁目
㈱あわわ 徳島市南末広町
（株）ハラダ 徳島市東新町１丁目
㈱トクダイ 徳島市万代町５丁目
㈱徳島四国ダイケン 徳島市八百屋町２丁目
ノヴィルホールディングス（株） 徳島市沖浜東３丁目
医療法人 慈成会 寺沢病院 徳島市津田西町１丁目
中国四国農政局 徳島県拠点 徳島市中昭和町２丁目
さむらい代行 徳島市津田本町４丁目
丸井産業（株）徳島営業所 徳島市末広３丁目
三笠電機㈱  徳島支店 徳島市かちどき橋４丁目
（株）フジゲン 徳島市東沖洲２丁目
社会福祉法人 青陽会 特別養護老人ホーム 青葉荘 徳島市飯谷町上里
あいおいニッセイ同和損害保険株式会社 徳島市徳島町２丁目
運転代行 なかちゃん 徳島市八万町新貝
㈱アラタ建設 徳島市八万町寺山
四季の味彩 徳島市大原町千代ケ丸
サンコー（株）徳島営業所 徳島市北沖洲２丁目
（株）マストミ 徳島市東沖洲２丁目
（株）洋敬通商 徳島市勝占町惣田
（有）田埜ガス圧接 徳島市西二軒屋町１丁目
住友不動産（株）徳島営業所 徳島市末広３丁目
ダスキン沖浜支店 徳島市沖浜町北川
（株）エイト日本技術開発　徳島支店 徳島市中洲町２丁目



（株）キノウチ 徳島市東沖洲１丁目
（有）中野電工 徳島市城東町１丁目
（株）四国日立システムズ徳島支店 徳島市昭和町１丁目
（有）真和自動車 徳島市多家良町神南
マルイチ　大野海苔株式会社 徳島市東沖洲２丁目
四国ビル管理（株） 徳島市徳島町城内
川鹿電機（株） 徳島市津田海岸町
徳島県農業共済組合 本所 徳島市山城西２丁目
（株）三紅 徳島市津田海岸町
（株）ニッセイ徳島 徳島市北沖洲４丁目
富士産業（株）四国事業部 徳島市幸町１丁目
セントケア四国株式会社　セントケア訪問介護ステーション徳島 徳島市山城西３丁目
（株）徳銀ビジネスサ－ビス 徳島市富田浜１丁目
（株）坂本工務店 徳島市八万町犬山
（株）マツシタ店装 徳島市八万町内浜
（株）旭木工 徳島市東沖洲２丁目
剣通信工業株式会社 徳島市八万町上福万
（株）ゼンリン 徳島サービスセンター 徳島市幸町１丁目
湯浅工業（株） 徳島市末広１丁目
大早建設工業（有） 徳島市上八万町花房
マツシマ林工（株） 徳島市津田海岸町
（株）壮光堂 徳島市南昭和町１丁目
ユニオン化工（株） 徳島市八万町夷山
（株）昭和コンサルタント 徳島市新浜町１丁目
株式会社穴吹コミュニティ徳島営業部 徳島市一番町
タツミ商機（株） 徳島市南出来島町１丁目
徳島塗装建設（株） 徳島市幸町２丁目
四国ボデー株式会社 徳島市津田浜ノ町
有限会社開成工業 徳島市北山町下田尻
中川産業（株） 徳島市八万町大坪
（株）浅川組 名東郡佐那河内村下
（有）日幸電業社 徳島市中洲町１丁目
（株）高島商店 徳島市北沖洲４丁目
株式会社青木建設 徳島市東吉野町3丁目
（株）ゆうちょ銀行　徳島パートナーセンター 徳島市南前川町２丁目
井川設計工房（株） 徳島市北沖洲１丁目
（有）藤建商 徳島市北沖洲１丁目
みずほ証券（株）徳島支店 徳島市寺島本町西１丁目
（株）フクブル 徳島市上八万町田中
四国ブロック工業（株） 徳島市新浜町１丁目
共聴開発（株） 徳島市西須賀町下中須
（有）東建設 名東郡佐那河内村上
三井住友海上火災保険（株）徳島支店 徳島市中洲町２丁目
（株）ホテルグランドパレス 徳島市寺島本町西１丁目
徳島信用金庫 徳島市紺屋町
柳生企工（株） 徳島市西須賀町東開
徳島市地域包括支援センター 徳島市幸町３丁目
徳島県中央こども女性相談センター 徳島市昭和町５丁目
（株）フジみらい 徳島市東沖洲１丁目
（株）ファーレ 徳島市南末広町
三友ビルド（株） 徳島市津田海岸町
社会福祉法人　あゆみ福祉会 徳島市論田町元開
山本工業有限会社 徳島市大谷町長開
四電エンジニアリング㈱徳島支店 徳島市西須賀町下中須
（有）城北自動車 徳島市西新浜町１丁目
共栄設備工業（株） 徳島市新浜町１丁目
（株）釜原徳島販売 徳島市大松町上西奥
協和キリン（株）徳島営業所 徳島市八百屋町
（株）シバタ徳島支店 徳島市東沖洲２丁目
（株）ふくなが 徳島市北沖洲３丁目
扶桑電通（株）徳島営業所 徳島市かちどき橋２丁目
四国工販（株） 徳島市山城西３丁目
畑岡茂青果（有） 徳島市北沖洲４丁目
コーエイ冷設（株） 徳島市北沖洲４丁目
（株）ワークスタッフ 徳島市西新町
坂東機工（株） 徳島市金沢２丁目



特別養護老人ホーム健祥会ハイジ 名東郡佐那河内村上
阿波銀リース（株） 徳島市沖浜東３丁目
（株）補償実務 徳島市昭和町２丁目
こくみん共済 ｃｏｏｐ 徳島推進本部 徳島市昭和町３丁目
株式会社ヤングクリーン 徳島市東吉野町２丁目
（株）地建 徳島市上八万町西山
（株）江本染料店 徳島市昭和町７丁目
（株）徳工 徳島市東沖洲２丁目
（有）川内ボデー工業 徳島市東沖洲２丁目
(株)双葉自動車 徳島市論田町新開
（株）八百秀 徳島市金沢１丁目
（株）小谷義肢 徳島市徳島町３丁目
オレンジ代行サービス 徳島市南末広町
（有）笠井カッター 徳島市新浜町３丁目
下岡電気工業株式会社 徳島市南昭和町７丁目
㈱三幸クリーンサービスセンター　丈六工場 徳島市丈六町山根
（株）三幸クリーンサービスセンター マリンピア工場 徳島市東沖洲１丁目
株式会社 Ｌ Ｉ Ｘ Ｉ Ｌ徳島営業所 徳島市北沖洲３丁目
徳島魚市場（株） 徳島市北沖洲４丁目
徳島トヨタ自動車（株）アトラツインＵ－Ｃａｒ Ｓｈｏｐ 徳島市南前川町５丁目
医療法人 敬老会 徳島市八万町大野
大和防災工業（株） 徳島市大和町１丁目
（株）こんどう 徳島市問屋町
（株）ＲＣフードサービス 徳島営業所 徳島市東沖洲２丁目
（株）矢野商店 徳島市新浜町３丁目
運転代行ニューシティ 徳島市鷹匠町４丁目
えびす代行 徳島市八万町上福万
睦技研（株） 徳島市東沖洲１丁目
社会福祉法人　敬老福祉会 徳島市八万町大野
（有）ナッティーミマデン 徳島市南沖洲３丁目
徳島ホテルリゾート株式会社 徳島市万代町３丁目
（株）シミズ 徳島市南沖洲５丁目
徳島市農業協同組合 徳島市万代町５丁目
（株）Ｈ＆Ｙヨシケイ徳島 徳島市北沖洲３丁目
ロイヤル警備保障（有） 徳島市中前川町４丁目
喜多機械産業（株）徳島東営業所 徳島市津田海岸町
（有）前田建工 徳島市八万町夷山
（有）かねえ青果 徳島市北沖洲４丁目
協同組合　徳島県浄化槽管理センター 徳島市徳島本町２丁目
勝浦砕石（有） 徳島市飯谷町大ノ上
(株)ササノ 徳島市吉野本町４丁目
株式会社毎日クリーン 徳島市富田町２丁目
有限会社一宮商店 徳島市南昭和町５丁目
医療法人　青志会　もりの医院 徳島市昭和町２丁目
医療法人　第一病院 徳島市新浜本町１丁目
（医）すこやか 大原デイサービスセンター 徳島市大原町東千代ケ丸
大都空調（株） 徳島市問屋町
徳島市医師会ヘルパーステーション 徳島市幸町３丁目
四国労働金庫徳島支店 徳島市昭和町３丁目
企業組合ライフ・ワーク 徳島市幸町３丁目
（株）福村 徳島市南昭和町５丁目
徳島市役所 環境政策課 徳島市幸町２丁目
セキスイハイム東四国（株）徳島支店 徳島市三軒屋町下分
ハッピー代行 徳島市上八万町星河内
(株)ユニマットライフ徳島営業所 徳島市昭和町8丁目
日新火災海上保険(株)四国事業部 徳島サービス支社 徳島市寺島本町西１丁目
徳島市農業協同組合農産工場 名東郡佐那河内村下
ＳＯＭＰＯひまわり生命保険(株)徳島支社 徳島市昭和町１丁目
徳島県立二十一世紀館 徳島市八万町向寺山
（株）徳島大正銀行 営業部 徳島市富田浜１丁目
日本郵便㈱徳島中央郵便局ゆうパック部 徳島市東沖洲２丁目
日本郵便（株）多家良郵便局 徳島市多家良町小路地
(株)ＴＩＳ＆トータルプランニング 徳島市徳島町２丁目
徳島ポンプ(株) 徳島市中徳島町１丁目
徳島ガス協業組合 徳島市北沖洲４丁目
城南清掃(有) 徳島市八万町寺山



四国ノーミ（株）徳島営業所 徳島市住吉６丁目
徳島県立工業技術センター 徳島市雑賀町西開
三井住友海上あいおい生命保険（株）徳島生保支社 徳島市中洲町２丁目
（株）風尾 徳島市北沖洲３丁目
ＮＴＴビジネスソリューションズ徳島ビジネス営業部 徳島市西大工町２丁目
徳島県立徳島商業高等学校 徳島市城東町１丁目
（有）菊原工業 徳島市大原町外籠
るーと代行 徳島市北沖洲４丁目
株式会社酒のえびす 徳島市山城西２丁目
医療法人 ひまわり会 ジラソーレ大松 徳島市大松町榎原外
（株）オリエントコーポレーション徳島支店 徳島市八百屋町２丁目
前田道路株式会社徳島営業所 徳島市東沖洲２丁目
（株）四国日立 徳島市新浜町１丁目
社会福祉法人徳島市社会福祉協議会 徳島市沖浜東２丁目
四国建販（株）徳島支店 徳島市大松町榎原外
運転代行パートナー 徳島市八万町柿谷
四国ビルウェア（株）徳島営業所 徳島市西山手町
（株）タウシステム 徳島支店 徳島市西須賀町下中須
ＯＫ代行サービス 徳島市山城町東浜傍示
（株）エフ設計コンサルタント 徳島市八万町下福万
㈱ユニマット リタイアメント・コミュニティ 徳島万代ケアセンター そよ風 徳島市万代町６丁目
パナソニックリビング中四国（株）徳島営業部 徳島市沖浜２丁目
パナソニックハウジングソリューションズ㈱中四国支社四国営業部徳島営業所 徳島市沖浜２丁目
鹿島建設（株）四国支店 管理部 現業グループ（徳島地区） 徳島市東大工町３丁目
ＭＳ四国（株）徳島統括 徳島支店 徳島市中洲町２丁目
社会福祉法人カリヨンれもん徳島駅前 徳島市寺島本町西１丁目
セントケア四国（株）セントケア沖洲 徳島市北沖洲２丁目
医療法人 ひまわり会 中洲八木病院 徳島市中洲町１丁目
四国旅客鉄道（株）ワープ徳島支店 徳島市寺島本町西１丁目
（株）中山源太郎商店 徳島市津田海岸町
公益社団法人徳島県看護協会 訪問看護ステーション徳島 徳島市上助任町蛭子
大和ハウスリフォーム(株)中四国支店 徳島営業所 徳島市沖浜東２丁目
日本生命保険相互会社 徳島支社 徳島市八百屋町２丁目
徳島放送企画（株） 徳島市中徳島町２丁目
（株）マイサン 徳島市富田橋１丁目
日立建機日本（株）徳島営業所 徳島市論田町新開
アイス運転代行 徳島市津田町2丁目
徳島市農業協同組合 南部営農経済センター 徳島市多家良町小路地
（株）三幸クリーンサービスセンター 南沖洲事務所 徳島市南沖洲５丁目
上甲土木（株） 徳島市東沖洲２丁目
日本連合警備（株） 徳島市秋田町４丁目
（株）マキタ 徳島営業所 徳島市末広３丁目
フィート技建（株） 徳島市助任橋３丁目
（有）ＤＵＮＫ 徳島市津田海岸町
（株）エージングアシスト　リハビリレストラン空と海 徳島市南末広町
（株）中四国クボタ 徳島営業所 徳島市雑賀町西開
コニカミノルタジャパン(株)関西支社 徳島ＳＳ 徳島市沖浜東２丁目
マエダ産業（株） 徳島市論田町本浦下
あーくす代行 徳島市上八万町樋口
株式会社フジアイテック 徳島市東沖洲１丁目
三和電業（株）徳島支店 徳島市昭和町１丁目
住友林業ホームテック（株）徳島営業所 徳島市八百屋町３丁目
医療法人 平成博愛会 徳島平成病院 徳島市伊賀町３丁目
みのり監査法人 徳島オフィス 徳島市一番町２丁目
徳島市上下水道局 水道整備課 徳島市幸町３丁目
徳島市上下水道局 水道維持課 徳島市南前川町５丁目
徳島市上下水道局 下水道整備課 徳島市幸町３丁目
四国電力送配電株式会社　徳島支社 徳島市寺島本町東２丁目
龍馬代行 徳島市新浜町４丁目
特定非営利活動法人 なのはな徳島 徳島市上八万町西山
（株）東京海上日動パートナーズ中国四国 徳島支店 徳島市新町橋２丁目
徳島トヨタ自動車（株）本店 徳島市昭和町４丁目
（株）グリーンシステム 徳島市金沢２丁目
株式会社スズキ自販徳島論田中古車センター 徳島市大原町千代ヶ丸
医療法人倚山会　田岡病院 徳島市万代町４丁目
大和ハウス賃貸リフォーム株式会社中四国支店徳島営業所 徳島市沖浜東２丁目



株式会社阿波銀行福島支店 徳島市安宅２丁目
徳島自動車部品センター（株）東部営業所 徳島市論田町大江
（株）ウインライフ徳島支店 徳島市山城西２丁目
島津メディカルシステムズ（株）徳島営業所 徳島市住吉６丁目
セコム(株)　テクノ事業本部　徳島支所 徳島市中洲町２丁目
デイサービスセンターエクセレント鹿鳴館 徳島市南昭和町１丁目
㈱STAGE 徳島市北沖洲２丁目
（株）アトム保険 徳島市山城町東浜傍示
社会福祉法人　徳島県社会福祉協議会 徳島市昭和町１丁目
セントケア四国(株)看護小規模沖洲 徳島市北沖洲２丁目
国立大学法人徳島大学新蔵地区 徳島市新蔵町２丁目
（株）テレパス四国 徳島市北沖洲２丁目
徳島トヨペット（株）マイカーステージ 徳島市昭和町８丁目
ノヴィルホールセール（株） 徳島市問屋町
（株）キュースタイル 徳島市西新町５丁目
徳島市役所　都市建設部道路建設課 徳島市幸町２丁目
デイセンター一心太助 徳島市南沖洲４丁目
ノヴィルフォーワード株式会社プジョー徳島 徳島市論田町小論田
クリエイト株式会社　東四国営業所 徳島市西新浜町１丁目
損保ジャパンパートナーズ株式会社徳島支店 徳島市万代町２丁目
ノヴィルカーベイス株式会社　津田サービス工場 徳島市津田海岸町
株式会社ナガタ工業 徳島市丈六町八反田
株式会社タカラ　宝島配送センター 徳島市雑賀町西開
株式会社秀光ビルド 徳島市三軒屋町東
アウディ徳島 徳島市南昭和町１丁目
株式会社梅井組 徳島市住吉３丁目
株式会社グリーンクロス徳島営業所 徳島市東沖洲２丁目
トータルジャパン株式会社 徳島市昭和町１丁目
株式会社功建 徳島市八万町大坪
トヨタL＆F徳島株式会社 徳島市昭和町８丁目
株式会社谷口商会 徳島市八万町中津浦
株式会社とくし丸 徳島市南内町１丁目
ナンリツ株式会社　徳島営業所 徳島市金沢２丁目
有限会社若木建設 徳島市津田海岸町
栗原工業株式会社　徳島営業所 徳島市南末広町
株式会社徳島ダイハツモータース住吉店 徳島市城東町１丁目
株式会社コムト 徳島市上八万町下中筋
児童発達支援・放課後等デイサービスあさがお 徳島市八万町橋本
放課後等デイサービスｆｌaｐあさがお 徳島市八万町夷山
株式会社建築資料研究社　徳島支店 徳島市南末広町
株式会社阿波銀行　相談プラザ 徳島市東船場町２丁目
ミッド・インターナショナル株式会社 徳島市沖浜東２丁目
シーツービーテック株式会社 徳島市南昭和町４丁目
社会福祉法人　圭和会　きずな 徳島市丈六町小谷
株式会社徳島ダイハツモータース　部品部 徳島市論田町本浦下
株式会社カスコ 徳島市幸町３丁目
株式会社黒崎楽器 徳島市通町１丁目
株式会社ジェームス三軒屋店 徳島市三軒屋町外
株式会社バル　本社 徳島市紺屋町
Gライオン・レントオール株式会社徳島営業所 徳島市八万町寺山
ワタミの宅食　徳島営業所 徳島市北沖洲４丁目
社会福祉法人愛心会　ロイヤルヘルス倶楽部 徳島市西新浜町２丁目
ふじ商事株式会社 徳島市城南町２丁目
日峯大神子広域公園 徳島市大原町大神子
介護老人保健施設ロイヤルヘルスケア 徳島市西新浜町２丁目
一般社団法人　徳島県薬剤師会 徳島市中洲町１丁目
MSD株式会社　徳島営業所 徳島市寺島本町西１丁目
ラッフルズホーム株式会社 徳島市東吉野町２丁目
明治安田生命保険相互会社　東船場営業部 徳島市東船場町２丁目
明治安田生命保険相互会社　徳島眉山営業所 徳島市東船場町２丁目
株式会社岡本組 名東郡佐那河内村上
田中電機株式会社 徳島市北沖洲４丁目
株式会社新宅建設 徳島市城南町２丁目
特定非営利活動法人とくしま県民活動プラザ 徳島市東沖洲２丁目
きりん教室　相談室 徳島市末広５丁目
きりん教室 徳島市末広５丁目



阿波銀カード株式会社 徳島市西船場町２丁目
明治安田生命　両国橋営業所 徳島市東船場町２丁目
アイル保険サービス株式会社　徳島支店 徳島市津田海岸町
有限会社彩ケアサービス 徳島市八万町川南
トヨタカローラ徳島株式会社　本店 徳島市論田町本浦下
トヨタカローラ徳島（株）　中央店 徳島市中吉野町３丁目
株式会社　エスディーセンター 徳島市徳島町城内
徳島県森林組合連合会 徳島市西新浜町２丁目
有限会社昭和電機商会 徳島市西船場町４丁目
公益財団法人徳島県勤労者福祉ネットワーク 徳島市昭和町３丁目
清水建設（株）四国支店徳島営業所 徳島市南昭和町１丁目
徳島市指定上下水道工事店協同組合 徳島市南末広町
徳島商工会議所 徳島市南末広町
阿波銀コンサルティング（株） 徳島市新町橋２丁目
ＮＸ徳通株式会社　本社 徳島市南沖洲５丁目
医療法人はやし会　林内科デイケア 徳島市中昭和町２丁目
株式会社杏美工業 徳島市北沖洲１丁目
税理士法人　すばる会計 徳島市中洲町１丁目
株式会社FPパートナー　徳島支社 徳島市寺島本町西１丁目
生活介護ぱーとなーLIFE 徳島市大原町川添
四国システム開発株式会社 徳島市幸町１丁目
株式会社ガスパル四国　徳島販売所 徳島市吉野本町４丁目
株式会社改侑 徳島市住吉４丁目
ジャパン建材（株）徳島営業所 徳島市津田海岸町
株式会社スズキ自販徳島アリーナ徳島南 徳島市論田町本浦上
株式会社アットハウジング　徳島支店 徳島市三軒屋町外
(株)一条工務店　東四国営業所 徳島市三軒屋町外
ＷＤＢ株式会社　徳島支店 徳島市八百屋町３丁目
ＲＡＣケアスタジオ安宅 徳島市安宅２丁目
（株）ツクイ　徳島西須賀営業所 徳島市西須賀町下中須
徳島大水冷蔵株式会社 徳島市東沖洲２丁目
株式会社オートバックス南日本販売南海カンパニー 徳島市問屋町
市岡製菓株式会社 徳島市勝占町中山
みるきー運転代行 徳島市八万町新貝
太平ビルサービス株式会社　徳島営業所 徳島市寺島本町西１丁目
株式会社　グラベル 徳島市新浜本町３丁目
ニチイケアセンター二軒屋 徳島市南二軒屋２丁目
バンドー貿易株式会社 徳島市金沢２丁目４－６０


