
　徳島市排水設備指定工事店一覧表　（令和５年５月１日現在）　※所在地別に表示

名　　　称 所　在　地　（行 政 地 区 別） 電 話 番 号

四国ガス産業㈱　徳島営業所 徳島市北出来島町１丁目３０－１ 088-624-2925

中筋建工㈱ 徳島市大道１丁目１０ 088-654-4455

㈱設備サービス 徳島市秋田町５丁目２２ 088-683-3500
㈲吉原工業 徳島市明神町２丁目１－９ 088-677-7225
㈱徳島エムテック 徳島市かちどき橋４丁目３－１ 088-656-3707

東和工業㈱ 徳島市昭和町４丁目１２ 088-622-9151
㈱成島建設 徳島市昭和町８丁目５－１３ 088-679-1778
㈲吉野川設備 徳島市中昭和町５丁目２８－６ 088-623-0203
泉設備工業㈱ 徳島市万代町４丁目３０ 088-652-1008

桑原工業㈲ 徳島市安宅三丁目６－４４ 088-653-7266
栄光ハウジング㈱ 徳島市住吉四丁目４－４２ 088-654-3371

フィート技建㈱ 徳島市助任橋３丁目２５－１ 088-652-5692
㈱ササノ 徳島市吉野本町４丁目２９ 088-654-5451
㈱鶴岡工業 徳島市北前川町３丁目１－１ 088-622-8000
ヤマト住設 徳島市中前川町４丁目５－６　松田マンション１３号室 088-623-1447
㈱四電工　徳島支店 徳島市中前川町５丁目１－１１５ 088-626-5532

㈱丸木屋 徳島市佐古一番町１０－７ 088-653-3120
㈲小田商店 徳島市佐古三番町５－２２ 088-654-7161
㈲加藤水道工業所 徳島市佐古六番町１１－１０ 088-652-8870
㈲三英設備 徳島市北佐古二番町２－１４ 088-632-9350

㈲藤建商 徳島市北沖洲一丁目７－１７ 088-664-2034
ノヴィルランドフォーミング㈱ 徳島市末広二丁目１番２４－１ 088-625-0340
㈲岸恭和興業 徳島市南末広町５－６６ 088-653-8052

共栄設備工業㈱ 徳島市新浜町一丁目５－６４ 088-662-1839
㈲大設工業 徳島市新浜町二丁目１－５６ 088-662-2414
イーグルス㈱ 徳島市津田海岸町５－７７ 088-678-7164
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名　　　称 所　在　地　（行 政 地 区 別） 電 話 番 号

㈱イースト 徳島市鮎喰町２丁目２０－７ 088-633-9990
八洋住設㈱ 徳島市中島田町２丁目７５－１ 088-632-4031
第一設備㈱ 徳島市南島田町２丁目７１－５ 088-632-7533
豊栄設備工業㈱ 徳島市庄町３丁目１５－１ 088-632-0555
㈱光建 徳島市名東町３丁目２２６ 088-631-1901
㈲中山設備 徳島市名東町３丁目３３２－６５ 088-632-7046
サカノ設備工業 徳島市名東町３丁目４３６－１２ 088-633-5644

佐藤総合設備㈱ 徳島市北田宮二丁目１２－４４ 088-631-1392
㈱谷口設備システム 徳島市北田宮四丁目６－７３ 088-632-6314
㈲サクタ住設 徳島市北矢三町一丁目３－２ 088-631-7934
㈱明紅総合設備 徳島市南矢三町一丁目７－３８ 088-631-2235

いわさ設備 徳島市城南町一丁目６－１４－５ 088-653-6748
大和設備工業㈱ 徳島市八万町夷山２０－２ 088-668-2811
㈲中野水道 徳島市八万町夷山２８０－１ 088-668-2252
中筋工業㈱ 徳島市八万町大坪１７９－１ 088-668-1115
昭和水道㈱ 徳島市八万町川南１２０－１０ 088-668-2484
大持設備 徳島市八万町柿谷２０－４ 090-3786-5905

山崎設備 徳島市西須賀町西開２－４３ 088-669-2922
㈱吉崎設備工業 徳島市雑賀町西開７２－２ 088-669-3350
㈲野林設備企画 徳島市西須賀町中開２８－７ 088-669-3984
柳生企工㈱ 徳島市西須賀町東開３３－１０ 088-669-3195
㈱ＳＫＳ 徳島市方上町舟戸川１６－３ 088-612-9115

㈲総合設備サービス 徳島市丈六町丈領１６９－３ 088-645-1773

㈲赤沢水道工業所 徳島市不動西町１丁目４７３ 088-631-0516
上藤宗㈱ 徳島市不動東町４丁目１５３３ 088-633-0215

㈲竹内水道工務店 徳島市入田町笠木２９９－１ 088-644-0741

㈱鈴木設備 徳島市上八万町上中筋８６４－１ 088-668-7233
日進工業㈱ 徳島市上八万町西山７９６－１ 088-644-1781
㈲久保住設 徳島市上八万町西山８５１ 088-644-2703
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名　　　称 所　在　地　（行 政 地 区 別） 電 話 番 号

㈲橋本住設 徳島市川内町旭野８９－９ 088-612-7730
㈲浜口設備工業 徳島市川内町沖島３０１－６ 088-665-2540
㈱広和 徳島市川内町大松２３０－５ 088-677-9062
小松設備㈱ 徳島市川内町大松２３０－５ 088-666-1205
藤田設備工業 徳島市川内町小松東２５－１８ 088-665-4110
㈱天満 徳島市川内町鈴江東２６－３ 088-665-8484
㈲松栄工業 徳島市川内町中島６６－１ 088-666-0055
大英設備 徳島市川内町平石夷野９－１１ 088-665-6787
三晃産業㈱ 徳島市川内町平石流通団地２９ 088-665-3400
丹羽冷熱工業㈲ 徳島市川内町平石若松７０－４ 088-665-2029
㈲管建 徳島市川内町米津６５－５ 088-678-5321
水機設備㈱ 徳島市川内町米津１８－１４ 088-665-6636

堀井産業㈱ 徳島市応神町応神産業団地１２－８ 088-683-3030
㈲新居工業所 徳島市応神町古川字鯛ノ浜添３－１０ 088-698-2461
シコク環境ビジネス㈱　徳島営業所 徳島市応神町吉成字有天７６－６ 088-641-2409

板橋水道ポンプ店 徳島市国府町中４２６－１ 088-642-0748
長尾商事 徳島市国府町南岩延９０１－４ 088-642-4567
モーニングホーム㈱ 徳島市国府町井戸字高輪地４１－１ 088-637-2111
㈲池田設備工業 徳島市国府町日開字中１００５－９ 088-642-8310
日の出工業㈲ 徳島市国府町日開９９９－２ 088-642-1663
㈲妙夏設備 徳島市国府町芝原字東分８７－６ 088-642-9955

長谷設備企画 阿南市富岡町滝ノ下３９－４ 0884-22-9292
㈱アズマ四国 阿南市羽ノ浦町岩脇ヌクミ５１－４ 0884-44-5638
㈱カミデンキ 阿南市内原町中分24番地の３ 0884-26-0456
㈲ジャンボ児島 阿南市羽ノ浦町中庄新ﾉ池１４－１ 0884-44-2712
㈲富士住宅 阿南市那賀川町中島６２８－１ 0884-24-4588
㈲松原設備工業 阿南市羽ノ浦町中庄原婦知１１－１ 0884-44-2177

牛田水道工事店 阿波市阿波町庚申原２２８ 0883-35-2277

脇谷設備工業 小松島市間新田町字ヤケ木２－５６ 0885-38-0322
片山設備工業 小松島市間新田町字ヤケ木７６－５８ 0885-38-0122
㈲平山設備 小松島市田浦町字中西９１－１０ 0885-32-6696
㈲庄野水道工事店 小松島市前原町字茶園５５ 0885-32-1943
西岡設備 小松島市和田島町字浜塚１１７－１ 0885-37-1699
㈲花住工務店 小松島市和田島町字松田新田２２４－２０ 0885-38-1779
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㈱チカダ 鳴門市大麻町市場字川縁１６ 088-689-0401
㈱福井組 鳴門市大麻町市場字川縁３５－１ 088-689-1055
前田設備㈲ 鳴門市大麻町大谷字久原９７ 088-689-0495
森下設備工業 鳴門市大麻町板東字采女２８－２ 088-689-3033
㈲田中設備工務店 鳴門市大麻町東馬詰字壱番越４０ 088-698-2488
開発水道工業所 鳴門市撫養町立岩字五枚１８０ 088-685-8044
平岡工業所㈱ 鳴門市大津町矢倉字西の越１８－１２ 088-676-3600

藤井電業㈲ 吉野川市鴨島町西麻植字絵馬堂６５－３ 0883-24-7400
㈲石原興業社 吉野川市鴨島町西麻植字広畑１４１－３ 0883-24-2718
㈱ビオトープ設備システム 吉野川市山川町前川７５－１５ 0883-42-6789

㈱ＫＯＮＤＯ 板野郡藍住町勝瑞字西勝地５－８ 088-641-1920
あおい設備 板野郡藍住町勝瑞字西勝地３３４ 088-641-4423
徳元設備 板野郡藍住町徳命字元村１８－１ 088-692-9815
檜水設興業 板野郡藍住町富吉字富吉１１４７－８ 088-693-1259
㈲オオウラ設備 板野郡藍住町富吉字中新田４６－３ 088-692-6482
㈱クラシアン徳島営業所 板野郡藍住町住吉神蔵１９７－１３ 0120-500-500
㈲徳栄 板野郡藍住町東中富字西安永９１－７ 088-692-4102
勝和興業㈲ 板野郡藍住町東中富字西安永１４６－５ 088-692-7733
島津工業 板野郡板野町大寺字山田畑２５－１ 088-672-2671
谷設備 板野郡上板町七條字西元原７－６ 088-637-6307
㈲山田設備 板野郡北島町鯛浜字川久保２５－３ 088-698-9311
㈱伸ホーム 板野郡北島町鯛浜字中須４０－８ 088-698-7322
㈲小西水道 板野郡北島町鯛浜字向６２ 088-698-2610
㈲増矢水道工務店 板野郡松茂町笹木野字八上８９ 088-699-2410
徳寿工業㈱　徳島営業所 板野郡松茂町中喜来字蔵野２２－１６ 088-699-9101
㈱パルトゥー 板野郡松茂町中喜来字中瀬堤外１６－１ 088-699-7288

㈲野神設備 勝浦郡勝浦町大字沼江字叶原１３－２ 0885-42-4526

マナベ電機㈱ 美馬郡つるぎ町貞光字大須賀５１－１ 0883-62-2017

㈲多田設備 名西郡石井町石井字石井１５８１－２３ 088-674-6846

安芸産業㈲ 名東郡佐那河内村上字奥野２９ 088-679-2603
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