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2 有限会社 切原工業 切 原 種 司 ７７１－１３２０ 板野郡上板町神宅字喜来５１番地の５ ０８８－６９４－３５３７ 1998/10/01 令和7年9月29日

4 西條設備 西 條 浩 史 ７７１－１３１１ 板野郡上板町引野字門田17-2 ０８８－６９４－２３０７ 1998/10/01 令和7年9月29日

5 旭技研工業 遠 藤 俊 夫 ７７１－１３３０ 板野郡上板町西分字君ノ木１番地１ ０８８－６９４－２３６１ 1998/10/01 令和7年9月29日

8 三和設備 坂 東 信 行 ７７１－１３３０ 板野郡上板町西分字キ々木17番地の3 ０８８－６９４－２６５７ 1998/10/01 令和7年9月29日

9 有限会社 木内金物店 木 内 兼 次 ７７１－１３０１ 板野郡上板町鍛冶屋原字居屋敷東40番地の1 ０８８－６９４－２１３６ 1998/10/01 令和7年9月29日

10 森設備 森     祐樹 ７７１－１３２０ 板野郡上板町神宅字宮ノ前41番地1 ０８８－６９４－２３８８ 1998/10/01 令和7年9月29日

12 稲井商店 稲 井     勝 ７７１－１３５０ 板野郡上板町瀬部776番地1 ０８８－６９４－３１６１ 1998/10/01 令和7年9月29日

13 株式会社 吉崎設備工業 廣 瀬     栄 ７７０－８０２１ 徳島市雑賀町西開72番地2 ０８８－６６９－３３５０ 1998/10/01 令和7年9月29日

14 中筋建工 株式会社 中 筋 章 聡 ７７０－０９２３ 徳島市大道1丁目10番地 ０８８－６５４－４４５５ 1998/11/05 令和7年9月29日

15 日の出工業 有限会社 山 田 高 章 ７７９－３１１７ 徳島市国府町日開999番地2 ０８８－６４２－１６６３ 1998/12/24 令和7年9月29日

18 柳生企工 株式会社 柳 生 憲 二 ７７０－８０２４ 徳島市西須賀町東開33番地10 ０８８－６６９－３１９５ 1999/01/18 令和7年9月29日

19 石原水道工業 株式会社 石 原 佳 明 ７７６－００３３ 吉野川市鴨島町飯尾783番地2 ０８８３－２４－２６９２ 1999/01/18 令和7年9月29日

20 有限会社 新居工業所 新 居 一 郎 ７７１－１１５１ 徳島市応神町古川字鯛ノ浜添3番地10 ０８８－６９８－２４６１ 1999/01/18 令和7年9月29日

24 野口工業 野 口 順 二 ７７１－１３４６ 板野郡上板町高磯296-12 ０８８－６９４－６００８ 1999/03/25 令和7年9月29日

27 有限会社 阿波工機 黒 岩 義 孝 ７７１－１３２０ 板野郡上板町神宅字堂床８番地１ ０８８－６９４－２６８６ 1999/03/25 令和7年9月29日

28 岡本設備 岡 本 敏 夫 ７７１－１３５０ 板野郡上板町瀬部568-1 ０８８－６９４－３１６８ 1999/03/25 令和7年9月29日

29 勝和興業 有限会社 谷 口     勝 ７７１－１２２４ 板野郡藍住町東中富字西安永146番地5 ０８８－６９２－７７３３ 1999/03/26 令和7年9月29日
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30 株式会社 おごせ電機 生 越 久 敏 ７７１－１２５２ 板野郡藍住町矢上字北分88番地 ０８８－６９２－２０７４ 1999/05/21 令和8年9月29日

32 ㈲田村 田村　弘樹 ７７１－１２６７ 板野郡藍住町住吉字乾５４ ０８８－６９２－２７２７ 1999/10/05 令和3年9月29日

33 ㈱谷口設備システム 谷口　秀樹 ７７０－０００３ 徳島市北田宮４丁目６－７３ ０８８－６３２－６３１４ 1999/11/10 令和3年9月29日

34 ㈲中山設備 中山　邦正 ７７０－００４７ 徳島市名東町３丁目３３２－６５ ０８８－６３２－７０４６ 1999/11/16 令和3年9月29日

35 ㈲オオウラ設備 大浦　茂 ７７１－１２３０ 板野郡藍住町富吉字中新田４６－３ ０８８－６９２－６４８２ 1999/12/27 令和8年9月29日

36 桑原工業 有限会社 吉 岡     厚 ７７０－０８６３ 徳島市安宅3丁目6番44号 ０８８－６５３－７２６６ 1999/12/27 令和8年9月29日

37 有限会社 原コーポレーション 原     尚 広 ７７１－１５０７ 阿波市土成町吉田字城根木92番地1 ０８８－６９５－２８０６ 2000/02/01 令和3年9月29日

41 森配管 合同会社 森     孝 彰 ７７９－３２０５ 名西郡石井町高原字東高原219番地9 ０８８－６７４－７７１３ 2000/09/01 令和3年9月29日

43 松原工務店 松 原 義 弘 ７７９－３２０４ 名西郡石井町高原字西高原351番地7 ０８８－６７４－０３４４ 2000/10/10 令和8年9月29日

46 フィート技建 株式会社 高 山 裕 之 ７７０－０８１５ 徳島市助任橋三丁目25番地1 ０８８－６５２－５６９２ 2000/12/18 令和8年9月29日

48 株式会社 藤本水道設備工業 堀 内 省 三 ７７９－４１０１ 美馬郡つるぎ町貞光字大須賀30番地 ０８８３－６２－４０５１ 2001/04/18 令和8年9月29日

52 有限会社 石原興業社 石 原 康 弘 ７７６－００２０ 吉野川市鴨島町西麻植字広畑141番地3 ０８８３－２４－２７１８ 2001/08/22 令和3年9月29日

53 前田設備㈲ 前田　昌司 ７７９－０３０２ 鳴門市大麻町大谷字久原９７ ０８８－６８９－０４９５ 2001/10/03 令和3年9月29日

55 有限会社 三英設備 三 原 英 志 ７７０－００１２ 徳島市北佐古二番町2番14号 ０８８－６３２－９３５０ 2002/01/10 令和8年9月29日

56 有限会社 山田水道 山 田     実 ７７１－０２０１ 板野郡北島町北村字水神原54番地1 ０８８－６９８－３４９４ 2002/03/18 令和8年9月29日

57 株式会社 三栄設備 来 見 良 英 ７７６－０００５ 吉野川市鴨島町喜来60番地6 ０８８３－２４－５００６ 2002/05/23 令和8年9月29日

58 ㈲妙夏設備 阿部　功 ７７９－３１１２ 徳島市国府町芝原字東分56－1 ０８８－６４２－９９５５ 2002/05/24 令和3年9月29日
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60 有限会社 徳栄 横 手 正 人 ７７１－１２２４ 板野郡藍住町東中富字西安永91番地7 ０８８－６９２－４１０２ 2002/09/18 令和8年9月29日

61 有限会社 浜口設備工業 濵 口 初 枝 ７７１－０１４２ 徳島市川内町沖島301番地の6 ０８８－６６５－２５４０ 2002/12/13 令和8年9月29日

62 ㈲小西水道 小西　直哉 ７７１－０２０４ 板野郡北島町鯛浜字向６２ ０８８－６９８－２６１０ 2003/05/14 令和4年9月29日

63 有限会社 吉岡設備 吉 岡 博 文 ７７１－１４０２ 阿波市吉野町西条字宮ノ前20番地1 ０８８－６９６－４８８９ 2003/08/22 令和4年9月29日

64 ㈲サトー 佐藤　高志 ７７２－００３５ 鳴門市大津町矢倉字裏３４番地５ ０８８－６８５－５２０９ 2003/12/08　 令和4年9月29日

65 株式会社 広和 小 松 広 和 ７７１－０１３１ 徳島市川内町大松２３０番地５ ０８８－６７７－９０６２ 2004/01/22　 令和4年9月29日

66 ㈲小田商店 小田　大輔 ７７０－００２３ 徳島市佐古３番町５番２２号 ０８８－６５４－７１６１ 2004/03/29　 令和4年9月29日

67 株式会社 設備サービス 上 原     卓 ７７０－０９３４ 徳島市秋田町5丁目22番地 ０８８－６８３－３５００ 2004/08/18 令和4年9月29日

68 山本総合設備㈲ 山本　　久 ７７９－３３０１ 吉野川市川島町川島４１３－２ ０８８３－２５－２６１６ 2005/03/23 令和4年9月29日

69 ㈲松栄工業 小池　芳廣 ７７１－０１４３ 徳島市川内町中島６６－１ ０８８－６６６－００５５ 2005/09/26 令和4年9月29日

70 松野設備 松野　武司 ７７０－８０７２ 徳島市北沖洲４丁目222-9 ０８８－６６３－６２４４ 2005/10/06 令和4年9月29日

72 ㈲三好電設 三好　章夫 ７６９－２７１２ 香川県東かがわ市西山８５２－１ ０８７９－２７－２２３３ 2005/12/07 令和4年9月29日

73 ㈲松原設備工業 松原　義輔 ７７９－１１０１ 阿南市羽ノ浦町中庄原婦知１１－１ ０８８４－４４－２１７７ 2006/07/05 令和4年9月29日

74 ㈱KONDO 近藤　康弘 ７７１－１２７１ 板野郡藍住町勝瑞字西勝地５－８ ０８８－６４１－１９２０ 2006/07/06 令和4年9月29日

75 香西工業 香西　重成 ７７１－２１０６ 美馬市美馬町字喜来市３２－２ ０８８３－６３－５０５６ 2006/07/12 令和4年9月29日

76 豊栄設備工業㈱ 田村　茂人 ７７０－００４４ 徳島市庄町３丁目１５番地１ ０８８－６３２－０５５５ 2007/07/05 令和5年9月29日

77 昭和水道㈱ 森　　 宏之 ７７０－８０８２ 徳島市八万町川南１２０番地１０ ０８８－６６８－２４８４ 2008/08/05 令和5年9月30日
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78 株式会社 イースト 鎌 田 文 則 ７７０－００５１ 徳島市鮎喰町２丁目２０番地７ ０８８－６３３－９９９０ 2009/03/25 令和5年9月29日

79 佐藤水道設備 佐藤　和広 ７７１－１３２０ 板野郡上板町神宅字山田１６番地１ ０８８－６９４－７５５３ 2009/04/13 令和5年9月29日

80 ㈲大西水道工業所 大西　忠史 ７７１－１２４０ 板野郡藍住町乙瀬字中田１５－４ ０８８－６９２－４６８７ 2010/03/03 令和5年9月29日

81 八洋住建㈱ 谷口　強 ７７０－００５２ 徳島市中島田町２丁目７５番地１ ０８８－６３２－４０３１ 2010/03/16 令和5年9月29日

82 ㈲橋本住設 橋本　英和 ７７１－０１０１ 徳島市川内町旭野８９番地９ ０８８－６１２－７７３０ 2010/08/10 令和5年9月29日

83 大和設備工業㈱ 岩田　浩輔 ７７０－８０７７ 徳島市八万町夷山２０番地の２ ０８８－６６８－１１１６ 2011/01/17 令和5年9月29日

84 徳島水道サービス 大 川 哲 加 郎 ７６３－００７１ 香川県丸亀市田村町１６２２－１ ０１２０－９３－１１３２ 2011/02/22 令和5年9月29日

85 ㈱イケフジ 生藤　嘉男 ７７１－０２０６ 板野郡北島町高房東中道４－１ ０８８－６９８－２７０５ 2011/03/18 令和5年9月29日

86 檜水設興業 檜　毅 ７７１－１２３１ 板野郡藍住町富吉字富吉１１４７番地８ ０８８－６９３－１２５９ 2011/04/22 令和5年9月29日

87 ㈱ササノ 篠野　義秀 ７７０－０８０２ 徳島市吉野本町４丁目２９番地 ０８８－６５４－５４５１ 2011/05/09 令和5年9月29日

88 ㈲琴藤 藤村　英子 ７７２－０００４ 鳴門市撫養町木津８１９－１１ ０８８－６８６－４１８９ 2011/11/16 令和5年9月29日

89 有限会社 久保住設 久 保 信 也 ７７０－８０４０ 徳島市上八万町西山 ８５１ ０８８－６４４－２７０３ 2012/03/12 令和5年9月29日

90 小松設備㈲ 小松　聡 ７７１－０１３１ 徳島市川内町大松２３０番地５ ０８８－６６６－１２０５ 2013/02/06 令和5年9月29日

91 アクアクリエイティブ 株式会社  徳島営業所 村 上 伸 吾 ７７２－０００３ 鳴門市撫養町南浜字東浜３５－１ ０８８－６７８－２１８５ 2013/06/04 令和6年9月29日

92 ㈲大設工業 辻本　善造 ７７０－８００６ 徳島市新浜町２丁目１番５６号 ０８８－６６２－２４１４ 2013/10/03 令和6年9月29日

93 ㈲野神設備 野神　智 ７７１－４３０１ 勝浦郡勝浦町沼江字叶原１３番地２ ０８８５－４２－４５２６ 2013/11/08 令和6年9月29日

94 谷設備 谷　仁志 ７７１－１３０２ 板野郡上板町七條字西元原７番地６ ０８８－６３７－６３０７ 2014/01/07 令和6年9月29日
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95 モーニングホーム株式会社 流　勝美 ７７９－３１１８ 徳島市国府町井戸字高輪地４１番地１ ０８８－６３７－２１１１ 2014/01/09 令和6年9月29日

96 株式会社 ＳＫＳ 播磨 一十三 ７７０－８０３３ 徳島市方上町船戸川１６－３ ０８８－６１２－９１１５ 2014/11/10 令和6年9月29日

97 武市設備工業 武市　満 ７７４－００４５ 阿南市宝田町出口30番地 ０８８４－４４－５１３８ 2015/04/27 令和6年9月29日

98 (株)チカダ 近田　好修 ７７９－０３１５ 鳴門市大麻町市場字川縁１６番地 ０８８－６８９－０４０１ 2015/05/01 令和6年9月29日

99 ㈱ビオトープ設備システム 奥屋敷　孝幸 ７７９－３４０３ 吉野川市山川町前川７５番地１５ ０８８３－４２－６７８９ 2015/07/27 令和6年9月29日

100 (有)庄野水道工事店 庄野　清 ７７３－００１３ 小松島市前原町字茶園55番地 ０８８５－３２－１９４３ 2015/10/07 令和6年9月29日

101 (有)山田設備 山田　章二 ７７１－０２０４ 板野郡北島町鯛浜字川久保25番地3 ０８８－６９８－９３１１ 2015/10/21 令和6年9月29日

103 島津工業 島 津 伸 明 ７７９－０１０５ 板野郡板野町大寺字山田畑25番地1 ０８８－６７２－２６７１ 2017/07/06 令和6年9月29日

104 コニシ設備 有限会社 小 西 謙 吉 ７７１－１５０６ 阿波市土成町土成字南原301番地 ０８８－６３７－８１８８ 2017/08/16 令和6年9月29日

105 株式会社  ＭＩＺＵ ＳＡＰＯ 中 村 信 幸 ７３０－００４５ 広島県広島市中区鶴見町8番57号  ４Ｆ ０８２－５３３－８０８０ 2018/05/18 令和6年9月29日

106 古高設備 古 高 長 次 ７７９－３２０３ 名西郡石井町高原字平島167番地2 ０８８－６７４－５１９４ 2018/06/29 令和6年9月29日

107 脇谷設備工業 脇 谷 良 助 ７７３－００２４ 小松島市間新田町字ヤケ木2番地の56 ０８８５－３８－０３２２ 2019/02/12 令和6年9月29日

108 西岡設備 西 岡 健 二 ７７３－００２５ 小松島市和田島町字浜塚117番地の1 ０９０－３１８４－２４５４ 2019/08/19 令和6年9月29日
大阪府大阪市中央区瓦屋町三丁目7番3号
イースマイルビル

110 正和軟水ライフサービス 村上　正和 ７７９－８０１１ 愛媛県松山市吉藤４丁目１０－８－５ ０９０－６８８４－７０７３ 2021/5/13 令和8年9月29日

  令和 ４年 ３月 末日  現在

109 株式会社 イースマイル 島 村 禮 孝 ５４２－００６６ ０６－７７３９－２５２５ 2020/11/16 令和7年11月15日


