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社会福祉法人愛心会特別養護老人ホーム千歳苑 小松島市 小松島町

社会福祉法人愛心会デイサービスセンターセレブ 徳島市 沖浜東

株式会社アイエヌケー建築企画 徳島市 住吉

あおばの郷 板野郡 上板町

あおばの杜 徳島市 上八万町

朝日音響株式会社 板野郡 上板町

社会福祉法人あさがお福祉会 徳島市 大原町

医療法人あさがお会保岡クリニック論田病院 徳島市 論田町

有限会社明日香ライフケア 名西郡 石井町

株式会社アズマ四国 阿南市 羽ノ浦町

株式会社アップル調剤薬局 阿南市 那賀川町

株式会社ありい商店 鳴門市 大津町

あわぎんホール（徳島県郷土文化会館） 徳島市 藍場町

株式会社あわわ 徳島市 南末広町

阿波市場 鳴門市 瀬戸町

あわふじ株式会社 吉野川市 山川町

株式会社ANSIN 阿南市 日開野長

社会福祉法人アンドーラ 鳴門市 大麻町

池田薬草株式会社 三好市 池田町

石井町有線放送農業協同組合 名西郡 石井町

幼保連携型認定こども園ＩＺＵＭＩ 鳴門市 鳴門町

一心運輸有限会社 徳島市 川内町

株式会社今岡金物店 小松島市 松島町

社会福祉法人彩福祉会彩保育園 勝浦郡 上勝町

株式会社ウェル 板野郡 北島町

株式会社栄進産業 板野郡 板野町

Ｓ・Ｍ・Ｓ株式会社 徳島市 昭和町

株式会社エフエムびざん 徳島市 山城町

株式会社エムティーシー 徳島市 南矢三町

医療法人えもとこどもクリニック 徳島市 北沖洲

社会福祉法人おおぎ認定こども園 徳島市 上八万町

大久保産業株式会社 徳島市 昭和町

大櫛内科循環器科 徳島市 寺島本町

有限会社オートアンドパル 阿波市 阿波町

株式会社岡本建設 阿南市 那賀川町

司法書士法人小笠原合同事務所 徳島市 東大工町

株式会社小川製作所 徳島市 国府町

社会福祉法人悠林舎沖浜シーズ認定こども園 徳島市 沖浜町

株式会社桶幸ウチダ造花 鳴門市 撫養町



グループホーム春日苑 板野郡 松茂町

グループホーム春日苑川内 徳島市 川内町

医療法人松濤会金沢クリニック 徳島市 金沢

医療法人兼松眼科 徳島市 西須賀町

上板あおば苑 板野郡 上板町

株式会社かみかついっきゅう 勝浦郡 上勝町

社会福祉法人鴨島ひかり会鴨島ひかり乳幼児保育園 吉野川市 鴨島町

社会福祉法人鴨島ひかり会鴨島中央保育園 吉野川市 鴨島町

医療法人川原眼科 板野郡 上板町

学校法人神崎幼稚園 阿南市 畭町

社会福祉法人喜久伸福祉会阿南ひまわり保育園 阿南市 見能林町

社会福祉法人喜久伸福祉会那賀川ひまわり保育園 阿南市 那賀川町

株式会社北島組 板野郡 北島町

学校法人木内学園はのうら幼稚園 阿南市 羽ノ浦町

共同ガス株式会社 徳島市 西新浜町

株式会社クオリティオブライフ 小松島市 中田町

株式会社クリーンアートプラス 徳島市 大道

有限会社クレスコ 阿南市 那賀川町

株式会社クロサキ 徳島市 川内町

医療法人鴻伸会富士医院 阿南市 新野町

医療法人康仁会 徳島市 北佐古二番町

ＮＰＯ法人こどもの発達研究室きりん 徳島市 末広

社会福祉法人小松島手をつなぐ育成会（みやま園） 小松島市 立江町

小松島自動車教習所 小松島市 中郷町

社会福祉法人さくら福祉会さくら保育園 徳島市 住吉

医療法人さくら診療所 吉野川市 山川町

社会福祉法人里浦ちどり福祉会里浦ちどり保育所 鳴門市 里浦町

社会福祉法人さわらび会 徳島市 名東町

社会福祉法人サンシティあい 板野郡 藍住町

有限会社サン・プロジェクト 小松島市 赤石町

株式会社三紅 徳島市 津田海岸町

四国大学附属西富田こども園 徳島市 伊賀町

有限会社四国メディカルサポート 徳島市 北佐古二番町

四国大学附属保育所 徳島市 寺島本町

四国工販株式会社 徳島市 山城西

医療法人至誠会宮本病院 阿南市 羽ノ浦町

医療法人慈成会寺沢病院 徳島市 津田西町

児童発達支援放課後等デイサービスリープ 小松島市 中田町

社会福祉法人島田会島田保育園 徳島市 中島田町

社会福祉法人島田会島田おひさま保育園 徳島市 国府町



ジャパン警備保障有限会社 小松島市 中田町

春叢園 板野郡 松茂町

株式会社庄の屋 小松島市 横須町

株式会社昭和コンサルタント 徳島市 新浜町

正興寺保育園 鳴門市 撫養町

昭和精機工業株式会社 吉野川市 鴨島町

城南保育園 徳島市 八万町

社会福祉法人白百合福祉会しらゆり保育園 板野郡 北島町

有限会社新栄自動車整備工場 阿南市 桑野町

社会福祉法人親愛福祉会松茂ひまわり保育園 板野郡 松茂町

株式会社SHiN 徳島市 川内町

有限会社伸学舎 徳島市 三軒屋町

特別養護老人ホーム水の花荘 那賀郡 那賀町

ｽｳｪｰﾃﾞﾝ歯科こくふ 徳島市 国府町

社会福祉法人助任福祉会なかよし保育園 徳島市 中吉野町

社会福祉法人助任福祉会助任保育園 徳島市 中吉野町

医療法人鈴木会介護老人保健施設ライフケア応神 徳島市 応神町

医療法人すずき歯科 徳島市 住吉

社会福祉法人靖美福祉会きららこども園 板野郡 松茂町

社会福祉法人靖美福祉会　認定こども園　すくすく 鳴門市 大麻町

社会福祉法人青香福祉会 徳島市 川内町

株式会社セイコーハウジング 徳島市 北矢三町

医療法人青鳳会 吉野川市 鴨島町

千松自動車教習所 徳島市 北佐古二番町

社会福祉法人蒼生会藍住ひまわり保育園 板野郡 藍住町

社会福祉法人蒼生会論田ひまわり保育園 徳島市 大原町

社会福祉法人蒼生会ひまわり保育園 徳島市 八万町

太陽高速印刷有限会社 阿南市 富岡町

有限会社たいち 徳島市 北田宮

株式会社第一測量設計事務所 徳島市 佐古一番町

医療法人武村クリニック 徳島市 金沢

田島テクニカ株式会社 吉野川市 山川町

医療法人谷口耳鼻咽喉科クリニック 板野郡 松茂町

株式会社TABIJI就労継続支援B型ゆいたび 吉野川市 鴨島町

田山チャイルドクリニック 徳島市 北矢三町

医療法人丹誠会内科クリニック・オクムラ 板野郡 藍住町

中央電氣建設株式会社 三好市 池田町

長生堂製薬株式会社 徳島市 国府町

つちはし社会保険労務士事務所 徳島市 助任橋

筒井製絲株式会社 吉野川市 鴨島町



株式会社ディー・エー・コーポレーション 徳島市 国府町

株式会社テクノスモトキ 徳島市 寺島本町

株式会社テレビ鳴門 鳴門市 撫養町

東條商事株式会社 板野郡 板野町

東洋防災工業株式会社 徳島市 川内町

株式会社ときわ 徳島市 下助任町

徳真電機工業株式会社 板野郡 藍住町

徳島空港ビル株式会社 板野郡 松茂町

徳島トラフィックサービス株式会社 徳島市 応神町

徳島大同青果株式会社 徳島市 北沖洲

徳島青果株式会社 徳島市 北沖洲

一般社団法人徳島市医師会 徳島市 幸町

株式会社徳島中央自動車教習所 徳島市 城東町

公益社団法人徳島県獣医師会 徳島市 新浜本町

協業組合徳島印刷センター 徳島市 問屋町

徳島県教育印刷株式会社 徳島市 東沖洲

有限会社徳島ブラジルコーヒー 徳島市 東沖洲

徳島市指定上下水道工事店協同組合 徳島市 南末広町

株式会社徳島イエローハット 鳴門市 大津町

ドコモショップ鳴門店 鳴門市 撫養町

医療法人とみなが歯科医院 鳴門市 瀬戸町

ドレミファーマシー有限会社 徳島市 佐古三番町

どんぐり保育園 徳島市 南出来島町

株式会社中山コーティング 徳島市 かちどき橋

鳴門自動車教習所 鳴門市 大津町

株式会社ネオビエント 板野郡 北島町

ねむのき 板野郡 松茂町

社会福祉法人希望福祉会のぞみ保育園 板野郡 北島町

野田ハニー食品工業株式会社 吉野川市 鴨島町

社会福祉法人白寿会 徳島市 住吉

社会福祉法人はぐくみ会すみれキッズ 板野郡 北島町

社会福祉法人はぐくみ会すみれの花保育園 板野郡 北島町

社会福祉法人はぐくみ会すみれ保育園 鳴門市 大津町

株式会社ハッピー 徳島市 金沢

株式会社はなおか 板野郡 北島町

株式会社花由 徳島市 東沖洲

株式会社バナナダンス 板野郡 北島町

株式会社浜田印刷 徳島市 西船場町

社会福祉法人板東ゆたか会板東ゆたか保育園 鳴門市 大麻町

社会福祉法人板東ゆたか会板東みやま保育園 鳴門市 大麻町



有限会社光エンテックス 徳島市 応神町

株式会社ひかりや 鳴門市 撫養町

東四国ダイケンホーム株式会社 板野郡 松茂町

有限会社引越センター丸一 徳島市 不動西町

広沢自動車教習所 徳島市 南田宮

株式会社ファルコン 徳島市 問屋町

株式会社福村 徳島市 南昭和町

富士スレート株式会社 板野郡 北島町

医療法人藤田眼科 徳島市 佐古六番町

株式会社藤田屈折センター 徳島市 佐古六番町

株式会社フジみらい 徳島市 東沖洲

フジカワ調剤薬局 三好郡 東みよし町

プレジール・アオバ 板野郡 上板町

豊栄設備工業株式会社 徳島市 庄町

医療法人豊山会豊田内科 徳島市 住吉

株式会社ポスト・ウェーブ 鳴門市 撫養町

ホテル千秋閣 徳島市 幸町

株式会社ボデーショップ平松 徳島市 論田町

有限会社ほほえみ 板野郡 松茂町

株式会社ホームケアべんり堂 徳島市 北矢三町

株式会社ボン・アーム 徳島市 南内町

株式会社マイオール 徳島市 国府町

株式会社マストミ 徳島市 東沖洲

株式会社松本コンサルタント 徳島市 東吉野町

株式会社松島組 吉野川市 鴨島町

株式会社マリン大王 鳴門市 瀬戸町

丸井産業株式会社 阿南市 那賀川町

株式会社マルアート 板野郡 藍住町

株式会社マルメン製麺所 徳島市 北沖洲

行政書士法人ミキ企画 徳島市 応神町

有限会社三谷薬局 徳島市 幸町

株式会社ミトモ製作所 徳島市 昭和町

みどり内科クリニック 徳島市 北矢三町

有限会社ミマメディカルサービス 板野郡 板野町

宮崎基礎建設株式会社 鳴門市 大麻町

株式会社モウブ 徳島市 北田宮

ｍｏｎｏ株式会社 徳島市 安宅

モリデザイン工房 阿南市 羽ノ浦町

医療法人山之内歯科・口腔外科 小松島市 小松島町

株式会社友愛 阿南市 見能林町



株式会社ヨコタコーポレーション 吉野川市 川島町

吉成種苗株式会社 徳島市 川内町

有限会社ヨシタケメディカル 鳴門市 大麻町

株式会社ヨネヅ建設コンサルタント 徳島市 応神町

有限会社ライフサポートキムラ 阿南市 横見町

有限会社リスクマネージメント２１ 徳島市 北佐古二番町

医療法人緑風会通所リハビリテーションデイケア勝瑞苑 板野郡 藍住町

社会福祉法人ルミエール穂波園 板野郡 板野町

社会福祉法人ルミエールマザーグースの家 板野郡 板野町

介護老人保健施設ロイヤルケアセンター 阿南市 那賀川町

社会福祉法人ローガン記念徳島栄光福祉会みどり保育園 徳島市 新蔵町

有限会社ロータス中央 吉野川市 山川町

医療法人若草会松村病院 徳島市 川内町

医療法人若草会介護老人保健施設わかくさ 徳島市 川内町

社会福祉法人若松こども園 徳島市 名東町


