
業者名 住所 電話番号

株式会社 アクアライン 広島県広島市中区上八丁堀8番8号 第1ｳｴﾉﾔﾋﾞﾙ6F 082-502-6644

株式会社 朝日産業 徳島市南庄町五丁目65-5 088-631-9461

株式会社 アモウ 名西郡石井町浦庄字上浦473番地1 088-674-3828

阿波道路 株式会社 鳴門市瀬戸町明神字馬越26番地1 088-674-2217

株式会社 イースマイル 大阪府大阪市中央区瓦屋町3-7-3イースマイルビル 06-7739-2525

株式会社イースト 徳島市鮎喰町2丁目20-7 088-633-9990

石井設備 名西郡石井町石井字白鳥321番地1 088-679-1922

石原水道工業 株式会社 吉野川市鴨島町飯尾783番地2 0883-24-2692

有限会社 石原興業社 吉野川市鴨島町西麻植字広畑141番地3 0883-24-2718

株式会社 上村工業 名西郡石井町高原字中島511番地1 088-675-1580

牛田水道工事店 阿波市阿波町庚申原228 088-335-2277

Ｓ・Ａ設備 徳島市国府町日開1103番地の7 088-642-0792

株式会社 ＳＫＳ 徳島市方上町舟戸川16番地の3 088-612-9115

有限会社 オオウラ設備 板野郡藍住町富吉字中新田46番地3 088-692-6482

大持設備 徳島市八万町柿谷20-4 090-3786-5905

有限会社 小田商店 徳島市佐古三番町5番22号 088-654-7161

楓設備 名西郡石井町藍畑字高畑363番地 088-674-5534

香川設備 板野郡松茂町広島字南ノ川62番地25 088-699-6711

片山設備工業 小松島市間新田町字ヤケ木76番地の58 0885-38-0122

有限会社 カトー金物総合センター 名西郡石井町藍畑字高畑497番地2 088-674-0829

有限会社 金沢水道 鳴門市鳴門町高島字北351番地 088-687-1166

岸田工業 株式会社 名西郡石井町石井字石井407番地6 088-674-0046

共栄設備工業 株式会社 徳島市新浜町１丁目５番64号 088-662-1611

有限会社 工藤設備 阿波市阿波町東長峰168の2番地 0883-35-2834

有限会社 久保住設 徳島市上八万町西山851番地 088-644-2703

有限会社 久保設備 吉野川市鴨島町上浦91番地4 0883-24-4131

久米ポンプ店 名西郡石井町高川原字高川原80番地1 088-674-1627

株式会社　クラシアン 神奈川県横浜市港北区新横浜一丁目2番地1 088-693-0841

桑原工業 有限会社 徳島市安宅3丁目6番44号 088-653-7266

剣菱建設 株式会社 名西郡石井町高川原字南島305番地6 088-674-1330

株式会社 古髙設備 名西郡石井町高原字平島167番地2 088-674-5194

有限会社 小西水道 板野郡北島町鯛浜字向62番地 088-698-2610

小松設備 株式会社 徳島市川内町大松230番地5 088-666-1205

株式会社 ＫＯＮＤＯ 板野郡藍住町勝瑞字西勝地5番地8 088-641-1920

株式会社 ササノ 徳島市吉野本町4丁目29番地 088-654-5451

有限会社 三英設備 徳島市北佐古二番町2番14号 088-632-9350

株式会社 三栄設備 吉野川市鴨島町喜来60番地6 0883-24-5006

清水電機 名西郡石井町石井字石井409番地1 088-674-0175

有限会社 ジャンボ児島 阿南市羽ノ浦町中庄新ノ池14番地1 0884-44-2712

有限会社 松栄工業 徳島市川内町中島66番地1 088-666-0055

有限会社 庄野水道工事店 小松島市前原町字茶園55番地 0885-32-1943

勝和興業 有限会社 板野郡藍住町東中富字西安永146番地の5 088-692-7733

昭和水道 株式会社 徳島市八万町川南120番地10 088-668-2484

正和軟水ライフサービス 愛媛県松山市吉藤4丁目10-8-5 090-6884-7073

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

住まいるアシスト 名西郡石井町藍畑字高畑1111番地2 088-674-8862

大英設備 徳島市川内町平石夷野9-11 088-665-6787

有限会社 大設工業 徳島市新浜町2丁目1番56号 088-662-2414

ダイヒョウ 株式会社 名西郡石井町高原字中島452番地 088-674-1470

大和設備工業 株式会社 徳島市八万町夷山20番地の2 088-668-2811

高橋電機店 名西郡石井町高原字平島341番地2 088-674-2544

有限会社 竹内水道工務店 徳島市入田町笠木299番地の1 088-644-0741

有限会社 多田設備 名西郡石井町石井字石井1581番地23 088-674-6846

田中住設 香川県高松市香川町川東上550番地4 087-879-6069

株式会社 谷口設備システム 徳島市北田宮4丁目6番73号 088-632-6314

谷設備 板野郡上板町七條字西元原7-6 088-637-6307

有限会社　田村 板野郡藍住町住吉字乾54 088-692-2727

株式会社　チカダ 鳴門市大麻町市場字川縁16 088-689-0401

手川電気商会 徳島市国府町府中441番地 088-642-1838

有限会社 徳栄 板野郡藍住町東中富字西安永91番地7 088-692-4102

徳島水道サ－ビス 香川県丸亀市田村町1622-1 0120-93-1132
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株式会社 徳島エムテック 徳島市かちどき橋三丁目47番地3 088-656-3707

徳元設備 板野郡藍住町徳命字元村18-1 088-692-9815

中筋建工 株式会社 徳島市大道1丁目10番地 088-654-4455

有限会社　中野水道 徳島市八万町夷山280番地の1 088-668-2252

有限会社 中山設備 徳島市名東町三丁目332番地の65 088-632-7046

有限会社 新居工業所 徳島市応神町古川字鯛ノ浜添3番地10 088-698-2461

丹羽冷熱工業 有限会社 徳島市川内町平石若松70番地4 088-665-2029

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

有限会社 のぞみハウジング 名西郡石井町高川原字天神671-3 088-674-2226

有限会社　野林設備企画 徳島市西須賀町中開28番地7 088-669-3984

有限会社 橋本住設 徳島市川内町旭野89番地9 088-612-7730

八洋住設 株式会社 徳島市中島田町2丁目75番1 088-632-4031

有限会社 浜口設備工業 徳島市川内町沖島301番地6 088-665-2540

有限会社 原コーポレーション 阿波市土成町吉田字城根木92番地1 088-695-2806

株式会社 ビオトープ設備システム 吉野川市山川町前川75番地15 0883-42-6789

檜水設興業 板野郡藍住町富吉字富吉1147-8 088-693-1259

日の出工業 有限会社 徳島市国府町日開999番地2 088-642-1663

株式会社 平野電気ユーティリティーズ 名西郡石井町高原字西高原218番地1 088-674-1608

有限会社 平山設備 小松島市田浦町字中西91番地10 0885-32-6696

フィート技建 株式会社 徳島市助任橋3丁目25-1 088-652-5692

有限会社　富士住宅 阿南市那賀川町中島628番地1 0884-42-0233

株式会社 藤本水道設備工業 美馬郡つるぎ町貞光字大須賀30 0883-62-4051

堀井産業 株式会社 徳島市応神町応神産業団地１２番地８ 088-683-3030

松川設備工業 株式会社 香川県高松市中間町496-5 087-805-9204

松原工務店 名西郡石井町高原字西高原351番地7 088-674-0344

有限会社 松原設備工業 阿南市羽ノ浦町中庄原婦知11番地1 0884-44-2177

株式会社 三木組 吉野川市川島町桑村625番地 0883-25-2572

有限会社 妙夏設備 徳島市国府町芝原字東分56番地の1 088-642-9955

村の水道屋 名東郡佐那河内村下字馬越86番地6 090-4506-3747

モーニングホーム 株式会社 徳島市国府町井戸字高輪地41番地1 088-637-2111

森配管合同会社 名西郡石井町高原字東高原219番地9 088-674-7713

柳生企工 株式会社 徳島市西須賀町東開33番地10 088-669-3195

有限会社 山田設備 板野郡北島町鯛浜字川久保25番地3 088-698-9311

山本総合設備 有限会社 吉野川市川島町川島413番地2 0883-25-2616

ヤモト設備 徳島市国府町芝原字野神92番地の2 090-5912-5419

株式会社 吉崎設備工業 徳島市雑賀町西開72番地2 088-669-3350

脇谷設備工業 小松島市間新田町字ヤケ木2番地の56 0885-38-0322
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