
◎事業所の所在地で区分しています。
【穴吹町】

有限会社　坂本電器 777-0005 美馬市穴吹町穴吹字岩手１番地４ 坂本　佳彦 0883-52-3305

株式会社　トーケン 777-0005 美馬市穴吹町穴吹字奈良坂２０２番地1 藤見　薫 0883-52-0512

有限会社　郷田組 777-0005 美馬市穴吹町穴吹字葉佐古７５番地 郷田　豊 0883-53-0878

西部興業　有限会社 777-0005 美馬市穴吹町穴吹字東岩手１３番地４ 谷　富夫 0883-52-2223

新開電設　有限会社 777-0005 美馬市穴吹町穴吹字藤原８番地１ 新開　孝行 0883-53-8001

松本設備 777-0006 美馬市穴吹町口山字首野１０８番地 松本　信生 090-2787-0529

南後建設 777-0006 美馬市穴吹町口山字首野４６２番地１ 南後　芳文 0883-56-0603

株式会社　大舘建設 777-0006 美馬市穴吹町口山字調子野５１１番地 大舘　正浩 0883-56-0276

株式会社　久保組 777-0006 美馬市穴吹町口山字中野宮５９５番地６ 久保　登 0883-52-2346

有限会社　楮本建設 777-0006 美馬市穴吹町口山字初草１７０番地 楮本　勝美 0883-52-2518

南部建設　株式会社 777-0006 美馬市穴吹町口山字宮内１３０番地１ 坂本　優子 0883-56-1190

有限会社　平田組 777-0007 美馬市穴吹町古宮字長尾５６２番地１４ 平田　茂 0883-56-0333

有限会社　吉田建設 777-0001 美馬市穴吹町三島字小島１２１番地の３ 吉田　達 0883-53-1035

株式会社　権田建設 777-0002 美馬市穴吹町三島字舞中島３４９番地２ 権田　英樹 0883-53-8018

株式会社　トクセイ 777-0002 美馬市穴吹町三島字舞中島５２５番地１ 緒方　真人 0883-53-8590

幸田電気工事　有限会社 777-0002 美馬市穴吹町三島字舞中島８５１番地１ 幸田　和雄 0883-53-6454

株式会社　津川組 777-0003 美馬市穴吹町三島字三谷３４６番地１ 津川　政仁 0883-52-2348

【脇町】

清水電工 779-3744 美馬市脇町字西俣名１０３５番地 祖父江　弘 0883-53-6601

株式会社　黒石屋　和田金物店 779-3601 美馬市脇町字拝原１９９０番地 和田　敏行 0883-52-2090

豊島建設　株式会社 779-3603 美馬市脇町大字猪尻字土井４２番地１ 豊島　真一 0883-52-2725

片山商店 779-3604 美馬市脇町大字北庄９０番地７ 片山　和広 0883-52-3411

株式会社　中央建設 779-3610 美馬市脇町大字脇町字大屋敷１０６４番地１ 中川　弘則 0883-52-8150

佐藤電気 779-3620 美馬市脇町別所３４１９番地 佐藤　圭二 0883-53-9710

株式会社　ダイトウ 779-3620 美馬市脇町別所３４３０番地１ 木下　成人 0883-52-3221

【美馬町】

香西工業 771-2106 美馬市美馬町字喜来市３２番地２ 香西　重成 0883-63-5056

有限会社　高木建設 771-2103 美馬市美馬町字露口８４－７ 髙木　伸也 0883-63-5665

有限会社　松原電器 771-2107 美馬市美馬町字長畑１０８番地１ 松原　直矢 0883-63-3773

北岡電材 777-2107 美馬市美馬町字西宮ノ上２４番地１ 北岡　忠義 0883-63-5333

有限会社　井川設備 771-2105 美馬市美馬町字宮西１０５番地１ 井川　篤史 0883-63-4522

株式会社　北岡組 771-2106 美馬市美馬町字妙見６７番地２ 北岡　眞文 0883-63-3155
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◎事業所の所在地で区分しています。
【美馬市以外】

牛田水道工事店 771-1701 阿波市阿波町庚申原２２８番地 牛田　修 0883-35-2277

有限会社　原コーポレ－ション 771-1507 阿波市土成町吉田字城根木９２番地１ 原　尚広 088-695-2806

檜水設興業 771-1231 板野郡藍住町富吉字富吉１１４７番地８ 檜　　毅 088-693-1259

有限会社　オオウラ設備 771-1230 板野郡藍住町富吉字中新田４６番地３ 大浦　茂 088-692-6482

谷設備 771-1302 板野郡上板町七條字西元原７番地６ 谷　仁志 088-637-6307

有限会社　山田設備 771-0204 板野郡北島町鯛浜字川久保２５番地３ 山田　章二 088-698-9311

有限会社　野神設備 771-4301 勝浦郡勝浦町大字沼江字叶原１３番地２ 野神　智 0885-42-4526

株式会社　設備サービス 770-0934 徳島市秋田町５丁目２２番地 上原　卓 088-683-3500

有限会社　新居工業所 771-1151 徳島市応神町古川字鯛ノ浜添３番地１０ 新居　一郎 088-698-2461

中筋建工　株式会社 770-0923 徳島市大道１丁目１０番地 中筋　章聡 088-654-4455

有限会社　久保住設 770-8041 徳島市上八万町西山８５１番地 久保　信也 088-644-2703

有限会社　妙夏設備 779-3112 徳島市国府町芝原字東分５６番地１ 阿部　功 088-642-9955

豊栄設備工業　株式会社 770-0044 徳島市庄町３丁目１５番地１ 田村　茂人 088-632-0555

有限会社　大設工業 770-8006 徳島市新浜町２丁目１番５６号 矢内　誠 088-662-2414

柳生企工　株式会社 770-8024 徳島市西須賀町東開３３番地１０ 柳生　憲二 088-669-3195

有限会社　中山設備 779-0047 徳島市名東町３丁目３３２番地６５ 中山　邦正 088-632-7046

株式会社　ササノ 770-0802 徳島市吉野本町４丁目２９番地 篠野　義秀 088-654-5451

マナベ電機　株式会社 779-4101 美馬郡つるぎ町貞光字大須賀５１番地１ 真鍋　隆資 0883-62-2017

株式会社　藤本水道設備工業 779-4101 美馬郡つるぎ町貞光字大須賀３０番地 堀内　暁史 0883-62-4051

有限会社　森長商店 779-4104 美馬郡つるぎ町貞光字太田西１２１番地１ 森長　絹代 0883-62-2701

有限会社　イワイ 779-4102 美馬郡つるぎ町貞光字野口３０番地１ 中川　徹 0883-62-2267

株式会社　古髙設備 779-3203 名西郡石井町高原字平島１６７番地２ 古髙　健史 088-674-5194

川原プロパン　有限会社 779-4702 三好郡東みよし町西庄字井関１２５番地 川原　清孝 0883-82-2128

株式会社　大谷石油 771-2501 三好郡東みよし町昼間３４６７番地１ 大谷　仁久 0883-79-2038

株式会社　タルミ 779-4701 三好郡東みよし町加茂２６５７番地１ 近久　広樹 0883-82-2127

有限会社　武田設備 779-4702 三好郡東みよし町西庄字藤内３３番地１ 武田　明浩 0883-82-5043

株式会社　田原工業 778-0011 三好市池田町ハヤシ１０３５番地１ 田原　典郎 0883-72-0132

株式会社　三栄設備 776-0005 吉野川市鴨島町喜来６０番地６ 来見　良英 0883-24-5006

山本総合設備　有限会社 779-3301 吉野川市川島町川島４１３番地２ 山本　寬 0883-25-2616

株式会社　四電工　吉野川営業所 779-3305 吉野川市川島町児島字西須賀２２０番地１ 藤澤　誠 0883-26-3177

株式会社　ビオトープ設備システム 779-3403 吉野川市山川町前川７５番地１５ 奥屋敷　孝幸 0883-42-6789
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