
指定番号 指定工事店名 代表者 所在地 電話番号

1 ㈲新居工業所 新居　一郎 徳島市応神町古川字鯛ノ浜添３－１０ 698-2461

2 中筋建工㈱ 中筋　章聡 徳島市大道１丁目１０番地 654-4455

3 阿波道路㈱ 福生　博之 鳴門市瀬戸町明神字馬越２６－１ 688-0370

4 ㈱金岡組 金岡　大輔 板野郡板野町川端字惣徳田５１－３ 672-2030

6 小山建設㈲ 小山　静子 板野郡板野町吹田字奥宮１４９ 672-0683

8 日の出工業㈲ 山田　高章 徳島市国府町日開９９９－２ 642-1663

10 ㈱三栄設備 来見　良英 吉野川市鴨島町喜来６０－６  (0883)24-5006

12 ㈱藤本水道設備工業 堀内　省三 美馬郡つるぎ町貞光字大須賀３０  (0883)62-4051

13 ㈲小西水道 小西　直哉 板野郡北島町鯛浜字向６２ 698-2610

14 ㈲多田設備 多田　和由 名西郡石井町石井字石井１５８１－２３ 674-6846

16 ㈱吉崎設備工業 廣瀬　栄 徳島市雑賀町西開７２－２ 669-3350

17 （株）イースト 鎌田文則 徳島市北島田町１丁目３４－５ 633-9990

18 ㈲久保住設 久保　博信 徳島市上八万町西山８５１ 644-2703

19 ㈱吉岡組 吉岡　誠治 板野郡藍住町徳命字前須東３８－１ 692-7111

21 ㈱アズマ四国 吉岡　　明治 阿南市羽ノ浦町岩脇ヌクミ５１－４  (0884)44-5638

22 ㈲原コーポレーション 原　　尚広 阿波市土成町吉田字城根木９２－１ 695-2806

24 ㈱伸建設 楠本　重仁 板野郡板野町西中富字喜多居地１２－１ 672-1025

25 ㈱廣田組 廣田ちづる 板野郡板野町羅漢字川原崎１－１ 672-3230

26 ㈲田村 田村　弘樹 板野郡藍住町住吉字乾５４ 692-2727

27 島津工業 島津　伸明 板野郡板野町大寺字山田畑２５－１ 672-2671

28 ㈲オオウラ設備 大浦　　茂 板野郡藍住町富吉字中新田４６－３ 692-6482

29 ㈱月岡組 月岡 　 博 板野郡板野町川端字出口８－１ 672-1212

31 ㈲松栄工業 小池　芳廣 徳島市川内町中島６６－１ 666-0055

33 丹羽水道工業所 丹羽　正彦 板野郡板野町川端字手崎７－１ 637-5027

34 杉本設備工業 杉本　武司 板野郡板野町吹田字奥宮１１４ 672-4677

35 ㈲徳栄 横手　正人 板野郡藍住町東中富字西安永９１－７ 692-4102

37 勝和興業㈲ 谷口　　勝 板野郡藍住町東中富字西安永１４６－５ 692-7733

40 ㈱おごせ電機 生越　久敏 板野郡藍住町矢上字北分８８ 692-2074

43 TAMIYA設備工業 田宮　賞志 板野郡板野町古城字城ノ内１２－１ 672-5316

44 ㈲築本土建 築本　京佳 板野郡板野町大寺字山田畑３７－１ 672-1325

46 大東興業㈱ 松浦　　惠 板野郡松茂町豊岡字芦田鶴１１３－６ 699-2388

48 ㈲山本建設 山本　富夫 板野郡板野町古城字城ノ西１９ 672-1018

50 ㈲大西水道工業所 大西　忠史 板野郡藍住町乙瀬字中田１５－４ 692-4687

51 ㈲橋本土建 橋本　正雄 板野郡板野町古城字南屋敷２３ 672-0370

52 ㈲幸神建設 数胴　清治 板野郡板野町川端字諏訪３０－２ 672-2251

53 ㈱ヤマキ 永田　真知子 板野郡板野町中久保字杉ノ本４２ 672-1206

54 ㈲妙夏設備 阿部　 功 徳島市国府町芝原字東分５６－１ 642-9955

55 ㈱パルトゥー 柏原　好忠 板野郡松茂町中喜来字中瀬堤外１７－１ 699-7288

59 坂東商会 坂東　繁男 板野郡板野町中久保字杉ノ本４８ 672-1017

60 香西工業 香西　重成 美馬市美馬町字喜来市３２－２  (0883)63-5056

62 佐藤水道設備 佐藤　和広 板野郡上板町神宅字山田1６－１ 694-7553

63 ㈲川西産業 西川　義美 板野郡板野町大寺字辻５５－３ 672-3013

64 八洋住設㈱ 谷口　 強 徳島市中島田町２丁目７５番１ 632-4031

66 上藤宗㈱ 藤原　宗三 徳島市不動東町４丁目１５３３ 633-0215

69 ㈲奥尾工務店 奥尾 　健 板野郡板野町川端字寺前２９ 672-2222

71 柳生企工㈱ 柳生　憲二 徳島市西須賀町東開３３－１０ 669-3195

72 ㈱ササノ 篠野　義秀 徳島市吉野本町４丁目２９ 654-5451
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74 ㈱ＫＯＮＤＯ 近藤　康弘 板野郡藍住町勝瑞字西勝地５－８ 641-1920

76 昭和水道㈱ 森 　宏之 徳島市八万町川南１２０－１０ 668-2484

77 ㈲吉岡設備 吉岡　博文 阿波市吉野町西条字宮ノ前２０－１ 696-4889

78 (株)設備サービス 上原卓 徳島市秋田町５丁目２２番地 683-3500

81 ㈲石原興業社 石原 康弘 吉野川市鴨島町西麻植字広畑１４１－３  （0883）24-2718

82 ㈲山田水道 山田　実 板野郡北島町北村字水神原５４－１ 698-3494

83 ㈱SKS 播磨　一十三 徳島市方上町舟戸川１６－３  (088)612-9115

85 ㈱ 広和 小松 広和 徳島市川内町大松230-5 677-9062

87 大英設備 渡辺  及直 徳島市川内町平石夷野9－11 665-6787

88 ㈲庄野水道工事店 庄野  清 小松島市前原町字茶園55番地  (0885)32-1943

89 檜水設興業 檜    毅 板野郡藍住町富吉字富吉1147-8  090-6285-2602

91 ㈱ﾋﾞｵﾄｰﾌﾟ設備ｼｽﾃﾑ 奥屋敷 孝幸 吉野川市山川町前川75－15  (0883)42-6789

92 フィート技建株式会社 高山 裕之 徳島市助任橋3丁目25－1 652-5692

93 (有)山田設備 山田 章二 板野郡北島町鯛浜字川久保25－3 698-9311

94 佐藤総合設備（株） 佐藤 武雄 徳島市北田宮２丁目１２番４４号 088-631-1392

95 伊原水道国府工業所 伊原晴彦 徳島市国府町南岩延８９８－３ 088-642-2125

96 有限会社　中山設備 中山邦正 徳島市名東町３丁目３３２番地の６５ 088-632-7046

97 西岡設備 西岡健二 小松島市和田島町字浜塚117-1 090-3184-2454

98 有限会社　野神設備 野神　智 勝浦郡勝浦町大字沼江字叶原１３番地２ 0885-42-4526

99 豊栄設備工業(株) 田村茂人 徳島市庄町３丁目１５－１ 088-632-0555

100 水機設備株式会社 生川伸一 徳島市川内町米津１８番地の１４ 088-665-6636

101 有限会社　管建 島藤　将紀 徳島市川内町米津65-５ 088-678-5321

102 古髙設備 古髙　長次 名西郡石井町高原字平島１６７－２ 088-674-5194

103 田仁住宅設備 田仁　敏之 海部郡美波町奥河内字本村１１４ 088-477-0767

104 有限会社　松原電器 松原　直矢 美馬郡つるぎ町半田字西久保２７３－６ 0883-64-3930

105 株式会社　鈴木設備 鈴木　成季 徳島市上八万町上中筋８６４－１ 088-661-5085


