
令和4年6月1日現在

商号又は名称 住所 代表者氏名

（株）茜ホームアシスト 徳島市川内町沖島１０９－２ 武田　圭司

赤松土建（株） 徳島市富田浜３－１３ 赤松　泰則

（有）阿木塗装 徳島市中島田町４－２１ 阿木　孝二

（株）アクセル徳島 徳島市南前川町５－１－１ 計盛　隆雄

（株）アズマ建設 徳島市川内町小松東５８－１１ 坂東　譲太

（株）アズマ四国 阿南市羽ノ浦町岩脇ヌクミ５１－４ 吉岡　明治

アットホームズ（株） 阿南市橘町青木５５－１ 湯浅　優之

（株）アトム 徳島市南島田町４－２４－１ 東　久雄

（有）阿部機工 徳島市名東町２－６０３－１０ 一森　修史

（株）アワケン 徳島市論田町新開６６－１００ 岡田　勝典

（有）井内開発 徳島市国府町芝原字西澤１１９－１ 井内　孝明

和泉電気工事（株） 吉野川市鴨島町知恵島１０３３－１ 和泉　和也

（株）イタミ 阿南市津乃峰町戎山１１９ 場合　英夫

（有）稲富造園 徳島市八万町下長谷１８０ 稲富　俊広

（株）井上組 美馬郡つるぎ町半田字西久保３４２－３ 井上　惣介

井上建設（株） 鳴門市撫養町小桑島字前組１６－１２ 井上　一弘

（株）いまじ 阿南市津乃峰町新浜３３－２８ 今治　広行

（有）岩田造園 徳島市八万町大坪２５７－１２ 岩田　道人

（株）ウォーターラム 徳島市津田海岸町２－７ 藍谷　浩平

栄徳建設（株） 徳島市中島田町４－１０７－１ 宮部　康彦

（有）榎 徳島市多家良町下開５３－１ 竹内　千万城

（有）応神さく泉土木 徳島市応神町吉成字長田３５ 柳本　孝

（株）扇建設 阿南市那賀川町小延１０－７ 田上　賀千

（株）大串塗工 板野郡上板町瀬部字樫山４８６－１ 大串　昇

大久保産業（株） 徳島市昭和町８－８ 大久保　良治

（有）オーティ企画 徳島市八万町下福万１２８－５３ 下坂　和也

鳳建設（株） 阿南市宝田町出口４－２ 福井　秀樹

（株）大野 徳島市佐古一番町１０－１ 大野　明則

岡下建設（株） 阿南市津乃峰町東分１０８－１ 岡下　清一郎

（株）岡田組 徳島市幸町１－４７－３ 岡田　英二郎

（株）尾形建築 板野郡北島町鯛浜字西ノ須５１－１１７ 尾形　裕樹

岡村工業（株） 徳島市川内町平石若宮２５４－１ 岡村　隆義

（株）小川製作所 徳島市国府町芝原字天満６５－３ 小川　伸治

奥本電機（有） 板野郡藍住町住吉字神蔵４８－８ 奥本　政己

賀上建設（株） 阿南市長生町荒井股３－５ 賀上　也寸志

（株）蔭原 徳島市川内町大松２３０－５ 蔭原　益弘

勝浦建設（株） 勝浦郡勝浦町大字中角字つい口３１－４ 廣安　稔子

兼子建設（株） 板野郡松茂町長原１３６ 吉崎　高市

（株）カヘイ 徳島市川内町北原１７９－１ 高田　主豊

上藤宗（株） 徳島市不動東町４－１５３３ 藤原　宗三

（株）亀井組 鳴門市撫養町立岩字七枚１１４ 朝野　佳伸

川鹿電機（株） 徳島市津田海岸町２－６８ 河野　久義

（有）川人造園土木 徳島市上八万町川北２４２ 川人　克男

神原建設（株） 阿南市新野町西馬場７６－７ 神原　陽介

神例造船（株） 鳴門市里浦町里浦字恵美寿６７６ 神例　哲也

（有）菊原工業 徳島市大原町外籠２６－１ 菊原　茂樹

（株）北岡組 美馬市美馬町字妙見６７－２ 北岡　眞文

喜多機械産業（株） 徳島市庄町３－１６ 喜多　真一

（株）北島組 徳島市助任橋２－３３－１ 佐藤　敏行

（株）北島建設 徳島市中洲町１－１４ 北島　誠祐

（株）北島コーポレーション 徳島市金沢１－２－３ 北島　大介

共聴開発（株） 徳島市西須賀町下中須６３－９ 伊井　政志

令和３・４年度一般（指名）競争入札参加資格業者名簿（県内　建設業者）



（株）光建 徳島市名東町３－２２６ 山本　倹司

（株）広和 徳島市川内町大松２３０－５ 小松　広和

コーエイ冷設（株） 徳島市北沖洲４－６－２７ 小西　勇人

（株）国際 徳島市中昭和町１－９ 山田　隆生

小松設備（株） 徳島市川内町大松２３０－５ 笠井　宏章

（株）コンテク 徳島市昭和町１－１１ 花崎　幸裕

（有）斎藤防水工業 徳島市吉野本町６－９ 島田　健也

（株）さかぐち 板野郡藍住町乙瀬字中田５４－１ 坂口　和司

佐々木建設（株） 阿波市吉野町柿原字原１６７ 白川　靖雄

（株）ササノ 徳島市吉野本町４－２９ 篠野　義秀

（有）三英設備 徳島市北佐古二番町２－１４ 三原　英志

三共建設（株） 板野郡上板町七條字一里山ノ上１３－２２ 林田　亮

三晃産業（株） 徳島市川内町平石流通団地２９ 石川　雅一

（株）サンコー工業 徳島市国府町和田字七反田１－５ 平山　明憲

山水インフィニティー（株） 海部郡牟岐町大字河内字しば１７０８－４ 田中　努

（株）ＧＦ 阿南市辰己町１－３８ 藤崎　耕治

四国管制工業（株） 徳島市金沢２－２－５ 梯　靖之

四国工販（株） 徳島市山城西３－５１－５ 林　政憲

四国電気工業（株） 徳島市佐古一番町１８－５ 米林　修

四国道路施設（有） 徳島市多家良町野上９６－１ 小林　智鶴

（株）四国ライン 徳島市南田宮３－４－５２ 井上　雄介

（株）シビルネットサービス 徳島市昭和町８－８ 大久保　友梨

（有）島田建設 阿南市那賀川町江野島８３１－３０ 島田　章雄

（株）島谷建設 徳島市富田橋７－１７ 島谷　速敏

下岡電気工業（株） 徳島市南昭和町７－３４－５ 下岡　正義

（株）シンコウ 鳴門市撫養町南浜字東浜３４－１３ 松本　浩治

シントク（株） 徳島市川内町加賀須野３９８－１ 吉田　喜充

（株）清建設緑地 徳島市川内町富吉１０９－６ 清　竜治

（有）セイユウ 阿南市日開野町宮原７８－８８ 石田　誠二

（株）セノオ 徳島市金沢１－５－１１ 兼子　信之

（株）第一鐵工 板野郡北島町新喜来字北古田２２－６ 西村　健司

（有）ダイゼン 徳島市南田宮３－４－７ 近藤　正人

（有）たいち 徳島市北田宮２－１５－４８ 神戸　克佳

大東興業（株） 板野郡松茂町豊岡字芦田鶴１１３－６ 松浦　惠

大都空調（株） 徳島市問屋町１５８ 岡本　功司

大徳建設（株） 板野郡藍住町矢上字原２５０－１ 渡瀬　義之

（株）大日 徳島市北田宮４－６－７６ 山口　裕史

ダイヒョウ（株） 名西郡石井町高原字中島４５２ 木内　年則

だいまつ建設（株） 徳島市北山町銭亀坂７－２ 大松　定夫

タイヨウ鉄工建設（株） 徳島市津田海岸町２－９４ 大久保　洋子

大和機械産業（株） 徳島市南昭和町２－５１－１ 坂東　克彦

大和空調（株） 徳島市南昭和町２－５１－１ 坂東　庸一郎

（株）高川電工 徳島市国府町東高輪２３８ 高川　純也

（有）高木建設 美馬市美馬町字露口８４－７ 高木　伸也

高原建設（株） 徳島市川内町宮島錦野７－１ 市瀬　美博

（株）鷹鉾組 徳島市北沖洲３－１６４－２ 下坂　登

（有）たから開発 徳島市多家良町小路地１４４ 前田　祐子

（株）瀧口塗装 板野郡藍住町富吉字豊吉１１－７ 瀧口　剛

（株）拓洋建設 名西郡神山町上分字江畠３－１ 板東　伸

（有）竹内組 阿南市日開野町居内２０９ 竹内　啓二

（株）谷口設備システム 徳島市北田宮４－６－７３ 谷口　伸一郎

田村電設（株） 徳島市国府町日開字南６７ 和泉　良男

中央塗装工業（有） 徳島市中洲町２－７－３ 齋藤　崇

（有）中條防水工業所 徳島市末広５－４－２５ 中條　優

（株）司工務店 徳島市末広１－３－２４ 森本　桂次

（株）司築炉 阿波市阿波町早田２４７ 岸　司



（有）つくし工務店 徳島市蔵本町１－２５－１１ 中西　哲也

（株）辻工務店 徳島市南佐古七番町８－８ 辻　好史

都築造園土木（株） 徳島市応神町吉成字前須１９－７ 都築　満

剣通信工業（株） 徳島市八万町上福万２０３－１ 山本　竹志

（株）ティビィケイ 徳島市国府町花園５９－３ 尾崎　浩司

（株）テクノイフ 徳島市国府町中６９６－１ 以西　正春

（株）テクノスモトキ 徳島市寺島本町東２－５－１ 元木　敏美

（有）デモリッションフクブル 徳島市南内町１－１５ 福岡　公博

（株）でんけん 徳島市北矢三町１－２－６８ 岩本　卓也

（株）デンコー 吉野川市鴨島町上浦７９３－１ 近久　義典

（株）電信 徳島市川内町平石若宮１２１－１ 久保　勇仁

東海防水工業（有） 勝浦郡勝浦町大字三渓字中村１５７ 小関　新悟

東條商事（株） 徳島市城東町１－１－５ 東條　智之

東和工業（株） 徳島市昭和町４－１２ 阿部　和英

（株）徳川電工 徳島市出来島本町３－２８－５ 川田　道夫

（株）徳島エムテック 徳島市かちどき橋３－４７－３ 余保　秀則

（株）徳島機械センター 徳島市丈六町森ノ木９－１ 新田　国男

徳島大三工業（株） 徳島市北矢三町１－２－６１ 丸山　正浩

徳真電機工業（株） 板野郡藍住町富吉字須崎１７－３２ 村上　泰彦

中川産業（株） 徳島市八万町大坪２５９－１ 中川　秀則

那賀川電機（株） 徳島市住吉２－９－３６ 栗本　利幸

中筋建工（株） 徳島市大道１－１０ 中筋　章聡

（有）中野電工 徳島市城東町１－５－３ 中野　賢治

（株）ナカバリコート 海部郡美波町奥河内字奥潟７２ 岡本　裕二

（株）ナカムラ広報 徳島市応神町応神産業団地１３－３１ 宇坂　久志

中山電気工業（有） 阿南市柳島町中川原６０－２ 中山　一洋

（有）ナンエイ 徳島市大原町池ノ内２－５ 宮本　一平

南海熱学工業（株） 鳴門市大麻町東馬詰字寅開６１－１ 木根　清

（有）新居工業所 徳島市応神町古川字鯛ノ浜添３－１０ 新居　一郎

（株）新居伝 板野郡北島町北村字鍋井２－１１ 新居　俊典

（株）ニシテック 徳島市津田海岸町５－５１ 西原　裕文

西野電機工業（株） 徳島市北田宮２－１４－５２ 西野　彰一

（株）西村建設 三好市山城町大川持５２３－４ 西村　裕

日建工業（株） 徳島市応神町吉成字轟１５６ 増田　優男

ノヴィルパブリックワークス（株） 阿南市津乃峰町新浜７２－１５ 久岡　征司

野上建設（株） 勝浦郡勝浦町大字棚野字鍛治地１１－５ 野上　久仁栄

（有）野神設備 勝浦郡勝浦町大字沼江字叶原１３－２ 野神　智

（有）野口鉄工所 徳島市南昭和町５－６６－４ 野口　計一

（株）橋本工業 徳島市中島田町１－３２ 橋本　秀樹

（株）橋本塗装 徳島市佐古一番町１３－２ 橋本　孝介

（株）長谷川電気工事 徳島市佐古一番町１８－１ 長谷川　忠幸

（有）八万造園土木 徳島市八万町下長谷２１４ 高瀬　英二

（株）はなおか 板野郡北島町鯛浜字西ノ須１６２－９ 花岡　秀芳

（有）浜造園土木 徳島市八万町上福万１－６ 浜　光男

（有）早川工業 吉野川市山川町宮島４５－１ 早川　良

（株）坂東通信工業 徳島市大原町内開３８－３ 坂東　嘉彦

（株）板東庭園 徳島市川内町榎瀬４８８－５ 板東　健二

バンドウリメーク（株） 徳島市入田町月ノ宮７４－２ 板東　昭

（株）ビーエス工機 徳島市東沖洲２－１－１２ 三木　桂子

（株）ビオトープ設備システム 吉野川市山川町前川７５－１５ 奥屋敷　孝幸

東四国ダイケンホーム（株） 板野郡松茂町広島字北川向弐ノ越３２ 藤本　浩章

（有）光エンテックス 徳島市応神町東貞方字西川淵８７－２ 中川　幸彦

（株）光土地 徳島市佐古三番町４－２４ 吉中　元治

（株）秀正 海部郡美波町北河内字本村３３２－７ 中崎　高典

（株）姫野組 徳島市佐古八番町５－７ 松本　哲

（株）平井塗装 徳島市中吉野町４－４１－１ 平井　孝



（株）廣瀬工業所 徳島市東吉野町１－２３ 廣瀬　隆譽

フィート技建（株） 徳島市助任橋３－２５－１ 高山　裕之

（株）フォステクノ四国 板野郡板野町犬伏字東谷６－１６ 渡辺　悟

（株）福井組 鳴門市大麻町市場字川縁３５－１ 福井　孝典

福富工業（株） 阿南市宝田町川原１２７－１ 福富　正和

（株）フクブル 徳島市上八万町田中１１４８－１ 福岡　健

藤崎建設（株） 徳島市南蔵本町２－７ 藤崎　吉正

藤良（株） 徳島市中洲町２－１７ 近藤　将之

（有）不動建設 徳島市不動西町２－１５５０－１ 中山　文昭

弁天開発 小松島市金磯町１４－５８ 後藤　茂敏

宝城通信（株） 徳島市大原町千代ケ丸山３０－１３ 宝城　雅人

堀井産業（株） 徳島市応神町応神産業団地１２－８ 堀井　政志

前田防水 海部郡美波町奥河内字寺前４９０－３４ 前田　和憲

（株）正木産業 徳島市川内町大松５４５－２ 辻本　俊治

（株）増田機工 徳島市東吉野町２－２９－４コーポクリエイト２０３ 宮井　和賀子

松井産業（株） 徳島市名東町２－６５０－１１ 松井　弘行

（株）松家製作所 名西郡石井町石井字石井１７８８－１ 松家　秀樹

（株）松田正電機 徳島市東吉野町３－３０－５ 山花　英司

松村造園土木（株） 徳島市南島田町２－６２ 松村　肇彦

マナベ電機（株） 三好市池田町シマ７１３－１ 真鍋　隆資

丸井建設工業（株） 鳴門市大麻町市場字東原６５－３ 筒井　正治

丸浦工業（株） 三好市池田町シンマチ１４６６ 丸浦　世造

（有）丸廣工業建設 徳島市応神町東貞方字北野７－２ 廣永　憲次

三笠電機（株） 徳島市かちどき橋４－５－２ 三笠　忠克

（株）三木組 吉野川市川島町桑村６２５ 日野　陽一

三木資源（株） 徳島市昭和町８－２７ 三木　康弘

美光電機（株） 徳島市佐古一番町１２－１０ 美野　宏明

（株）ミトモ製作所 徳島市昭和町８－２７－７ 林　茂

美土利建設工業（株） 徳島市下助任町１－４ 宮本　雅史

港産業（株） 徳島市川内町平石住吉２０９－１ 港　正祥

美馬建設（株） 美馬市脇町字西赤谷５３５ 美馬　全

宮崎基礎建設（株） 鳴門市大麻町三俣字津久田６１－１ 宮崎　健治

宮本鉄工建設（株） 阿南市那賀川町赤池３２６－１ 宮本　敏光

（株）メック四国 美馬市美馬町字上野４７－１１ 沖崎　英二

（有）森下電業 徳島市北沖洲１－７－３１ 森下　健藏

森田緑化（株） 徳島市入田町海先８７－１ 森田　真輔

（株）守乃宮 阿南市見能林町東野１－５ 守宮　官教

森本緑地建設（株） 徳島市入田町海先４３５－１ 森本　実延

柳生企工（株） 徳島市西須賀町東開３３－１０ 柳生　憲二

（株）八千代組 阿南市富岡町内町２１１ 森本　則明

柳本冷機（株） 徳島市北前川町４－１４ 柳本　佳孝

山一興業（株） 徳島市中昭和町１－３ 岡田　育大

（株）山全 三好市池田町白地井ノ久保９２９－２ 牛尾　正治

（有）ヤマト重機 三好市池田町州津乳ノ木１３７３ 楠本　隆文

（有）山本サッシ製作所 阿南市下大野町渡り上り３３４ 山本　孝明

（株）吉岡組 板野郡藍住町徳命字前須東３８－１ 吉岡　誠治

（株）吉崎設備工業 徳島市雑賀町西開７２－２ 廣瀬　栄

（株）吉田建工 徳島市住吉４－１０－１９ 吉田　光伸

吉成建設（株） 鳴門市撫養町小桑島字前浜２５９－１ 吉成　裕司

吉野川さく泉工業（有） 徳島市川内町沖島３２３－７ 山田　浩志

（株）ライト産業 徳島市末広５－３－３３ 中條　宏太

（有）Ｒｅｃｒｏ 徳島市津田海岸町５－１８ 川上　鋭二

（有）若木建設 徳島市津田海岸町１１３６－２ 若木　穂

若松園 板野郡藍住町笠木字中野４０－３ 岡田　政和

（有）若松組 徳島市不動東町４－１５３３ 藤原　尚子

（株）渡辺電設 徳島市川内町榎瀬５０２－９７ 渡辺　祥公



渡辺塗料（株） 徳島市川内町平石流通団地６４ 江村　裕司


