令和3年度一般(指名）競争入札参加資格業者名簿（市内 建設）

受付

商

号

郵便番号

住

所

代 表 者

令和3年6月1日現在
備
考

1 株式会社四建

773-0009 芝生町字宮ノ前48番地1

徳政 英和

2 株式会社松本建設

773-0031 和田島町字松田新田182番地2

松本 英進

3 有限会社古川工業

773-0023 坂野町字湊ノ下51番地1

古川 睦紘

4 有限会社庄野水道工事店

773-0013 前原町字茶園55番地

庄野 清

5 有限会社広田設備

773-0017 立江町字清水146番地の1

廣田 健一

6 川風建設株式会社

773-0015 中田町字東山30番地の13

川風 芳七

7 誠建設有限会社

773-0007 金磯町8番79号

中野 寿之

8 株式会社森川建設

773-0015 中田町字浜田1番地2

森川 融

9 平山建設株式会社

773-0015 中田町字土持21番地24

平山 洋介

10 有限会社葭本工業

773-0017 立江町字青森62番地の1

葭本 武幸

11 有限会社奥野工務店

773-0025 和田島町字浜田1番地の50

奥野 一美

14 株式会社アルス製作所

773-0007 金磯町8番90号

坂本 孝

15 有限会社泉建設

773-0017 立江町字東金岡38番地1

泉 豊彦

17 前田守産業株式会社

773-0025 和田島町字前塩田117番地

前田 秀明

18 株式会社谷川組

773-0018 櫛渕町字萱原42番地

谷川 徹

19 有限会社後藤田工業

773-0007 金磯町8番53号

後藤田 栄四郎

20 田中建設有限会社

773-0002 神田瀬町2番50号

田中 学

21 有限会社大木建設

771-4265 中田町字狭間19番地

大木 茂樹

徳島市飯谷町西沖野6番2の1

22 斎藤建設株式会社

770-0943 横須町1番35号

齋藤 俊幸

徳島市中昭和町一丁目95番地1

23 有限会社木村電気商会

773-0015 中田町字内開10番地の6

木村 竜二

24 株式会社小路建設

773-0008 田野町字本村24番地1

小路 建樹

25 弁天開発

773-0007 金磯町14番58号

後藤 茂敏

26 有限会社平山設備

773-0012 田浦町字中西91番地10

平山 昌夫

27 有限会社森本鐵工

773-0025 和田島町字西林156番地の34

森本 洋賢

28 松下建設工業

773-0016 中郷町字前田44番地の6

松下 直弘

29 株式会社尾山組

773-0013 前原町字弁財天6番地

尾山 功一

30 有限会社岸野建設

773-0023 坂野町字相久67番地5

岸野 ルミ子

31 有限会社添木建材

773-0023 坂野町字か里や開36番地

添木 一男

32 有限会社津乃峰設備

773-0010 日開野町字時信53番地3

小島 一洋

33 千歳産業株式会社

773-0015 中田町字新開29番地の2

佐々木 哲也

34 有限会社川田設備

773-0010 日開野町字行地14番地16

川田 孝浩

35 有限会社湯浅電気工業所

773-0015 中田町字千代ヶ原28番地の1

湯浅 茂樹

37 大和機械株式会社

773-0025 和田島町字浜田119番地21

大和 岳仁

38 小林建設工業株式会社

773-0002 神田瀬町3番5号

小林 勝代

39 有限会社儀宝

773-0031 和田島町字松田新田305番地の36

關 正人

40 有限会社阿波電化設備

773-0006 横須町2番31号

川風 貴光

41 脇谷設備工業

773-0024 間新田町字ヤケ木2番地の56

脇谷 良助

42 株式会社サイバネ

773-0009 芝生町字内開63番地

若松 大輔

43 株式会社木村工業

773-0006 横須町9番2号

木村 雄介

44 有限会社三共クリーン

773-0002 神田瀬町13番22号

吉本 孝

45 株式会社メモリアルもり

773-0014 江田町字敷地前44番地7

坂部 直希

46 中央環境クリーン株式会社

773-0007 金磯町15番43号

中野 栄之

47 米原工業株式会社

773-0018 櫛渕町字太田51番地

米原 秀実

48 有限会社マリンハイム

773-0022 大林町字金島57番地の7

金山 タヱ子

49 有限会社金山建設

773-0025 和田島町字明神北121番地

金山 一憲

50 関西ピー・エス・コンクリート株式会社

773-0007 金磯町8番79号

坂本 守

51 株式会社徳長工務店

773-0013 前原町字小川20番地1

徳長 正俊

52 有限会社𠮷原工業

773-0012 田浦町字岩金85番地の5

𠮷原 卓哉

徳島市明神町二丁目1番地9

53 株式会社坂本工務店

773-0023 坂野町字本道76番地の1

坂本 新太郎

徳島市八万町犬山57番地1

54 定本建設株式会社

773-0013 前原町字弁財天7番地1

定本 功

55 有限会社SINKOU

773-0017 立江町字松塚1番地1

庄野 輝秀

56 林建工

773-0014 江田町字大江田41番地3

林 輝男

59 ラッフルズホ－ム株式会社

773-0016 中郷町西野5番地

金原 建雄

60 大上工業株式会社

773-0013 前原町字西51番地の14

伊丹 昭二

61 加茂扇有限会社

773-0022 大林町字岩戸19番地13

鈴木 初美

62 三井建設有限会社

773-0023 坂野町字経塚26番地

三井 章弘

徳島市大松町榎原外77番地10

徳島市南昭和町7丁目34番地の3

徳島市東吉野町二丁目45番地9
阿南市加茂町東だいご20番地3

