
７７０-８５５２ エフビル,徳島県,徳島市,新蔵町,１-１７

７７０-８６０１ (株) 阿波銀行,徳島県,徳島市,西船場町,２-２４－１

７７０-８５３５ (株) あわわ,徳島県,徳島市,南末広町,２－９５

７７０-８５３１ (株) 稲垣,徳島県,徳島市,東沖洲,２-１２

７７０-８５２４ (株) エヌ・ティ・ティ・ドコモ４国 徳島支店,徳島県,徳島市,北常三島町,１-６番１

７７０-８５６７ (株) エフエム徳島,徳島県,徳島市,幸町,１-６-

７７０-８５８５ (株) エフエムびざん,徳島県,徳島市,山城町,東浜傍示１－１

７７０-８５２３ (株) 新学社 徳島支社,徳島県,徳島市,中島田町,１-１５

７７０-８５１１ (株) 徳島そごう,徳島県,徳島市,寺島本町西,１-５

７７０-８６１０ (株) 姫野組,徳島県,徳島市,中洲町,１-６７

７７０-８５３６ (株) フナコシ,徳島県,徳島市,東沖洲,２-４３－２

７７０-８５４０ (株) 三井,徳島県,徳島市,北佐古一番町,４－２７

７７０-８５２９ (株) メディコム,徳島県,徳島市,中徳島町,２-５－２

７７０-８５５８ (株) よんやく徳島,徳島県,徳島市,中吉野町,１-１３

７７０-８５４８ 川島病院,徳島県,徳島市,北佐古一番町,１－３９

７７０-８５６０ 学校法人 村崎学園 徳島文理大学 学園本部,徳島県,徳島市,寺島本町東,１-８

７７０-８５１８ 三協商事 (株),徳島県,徳島市,万代町,５-８

７７０-８５５５ ４国電力 (株) 徳島支店,徳島県,徳島市,寺島本町東,２-２９

７７０-８５３２ 社団法人 徳島県薬剤師会,徳島県,徳島市,中洲町,１-５８

７７０-８５４１ 全国健康保険協会 徳島支部,徳島県,徳島市,沖浜東,３-４６

７７０-８５３７ 全国農業協同組合連合会 徳島県本部,徳島県,徳島市,北佐古一番町,５番１２号

７７０-８５２５ 損害保険ジャパン日本興亜 (株),徳島県,徳島市,かちどき橋,１-２５

７７０-８５２０ 東京海上日動火災保険 (株) 徳島支店,徳島県,徳島市,寺島本町西,２-２２-１

７７０-８６４８ 徳島銀行 本店,徳島県,徳島市,富田浜,１-１６

７７０-８５６５ 徳島県 医師会,徳島県,徳島市,幸町,３-６１

７７０-８５１６ 徳島県 漁業協同組合連合会,徳島県,徳島市,東沖洲,２-１３-

７７０-８５１０ 徳島県 警察本部,徳島県,徳島市,万代町,２-５－１

７７０-８５４７ 徳島健康生活協同組合本部,徳島県,徳島市,下助任町,４-９-

７７０-８５５１ 徳島県市町村職員共済組合,徳島県,徳島市,幸町,３-５５-

７７０-８５４７ 徳島健生病院,徳島県,徳島市,下助任町,４-９

７７０-８５５０ 徳島県中小企業団体中央会,徳島県,徳島市,南末広町,５番８－８号

７７０-８５７０ 徳島県庁,徳島県,徳島市,万代町,１-

７７０-８５３９ 徳島県立 中央病院,徳島県,徳島市,蔵本町,１-１０－３

７７０-８５３０ 徳島商工会議所,徳島県,徳島市,南末広町,５番８－８号

７７０-８５６３ 徳島製粉 (株),徳島県,徳島市,南二軒屋町,３-１－５

７７０-８５０３ 徳島大学 医学部,徳島県,徳島市,蔵本町,３-１８－１５

７７０-８５０９ 徳島大学 医学部 保健学科,徳島県,徳島市,蔵本町,３-１８-の１５

７７０-８５０６ 徳島大学 工学部,徳島県,徳島市,南常三島町,２-１

７７０-８５０４ 徳島大学 歯学部,徳島県,徳島市,蔵本町,３-１８－１５

７７０-８５０１ 徳島大学 事務局,徳島県,徳島市,新蔵町,２-２４-

７７０-８５１３ 徳島大学 生物資源産業学部,徳島県,徳島市,南常三島町,２-１

７７０-８５０２ 徳島大学 総合科学部,徳島県,徳島市,南常三島町,１-１

７７０-８５０７ 徳島大学 附属図書館,徳島県,徳島市,南常三島町,２-１

７７０-８５０８ 徳島大学 附属図書館 蔵本分館,徳島県,徳島市,蔵本町,３-１８－１５

７７０-８５０５ 徳島大学 薬学部,徳島県,徳島市,庄町,１-７８－１

７７０-８５０６ 徳島大学 理工学部,徳島県,徳島市,南常三島町,２-１

７７０-８５０３ 徳島大学先端酵素学研究所,徳島県,徳島市,蔵本町,３-１８－１５

７７０-８５０３ 徳島大学病院,徳島県,徳島市,蔵本町,２-５０－１

７７０-８７８７ 徳島地域センター,徳島県,徳島市,南前川町,２-５

７７０-８５２８ 徳島地方（簡易・家庭）裁判所・徳島検察審査会,徳島県,徳島市,徳島町,１-５

７７０-８５１２ 徳島地方法務局,徳島県,徳島市,徳島町城内,６－６

７７０-８７９４ 徳島貯金事務センター,徳島県,徳島市,南前川町,２-５

７７０-８７９８ 徳島逓信病院,徳島県,徳島市,伊賀町,３-１９－２

７７０-８５１４ 徳島文理大学,徳島県,徳島市,山城町,西浜傍示１８０

７７０-８５３３ 徳島労働基準監督署,徳島県,徳島市,万代町,３-５

７７０-８５３８ ナカイ (株),徳島県,徳島市,沖浜東,３-６２

７７０-８５２２ 日本年金機構 徳島北年金事務所,徳島県,徳島市,佐古三番町,１２番８号

７７０-８５１５ 日本年金機構 徳島事務センター,徳島県,徳島市,南田宮,２-６番２５号

７７０-８５２１ 日本電信電話 (株) 徳島支店,徳島県,徳島市,西大工町,２-５－１

７７０-８５４４ 日本放送協会 徳島放送局,徳島県,徳島市,寺島本町東,１-２８-

７７０-８５４６ 富士スレート (株),徳島県,徳島市,佐古六番町,１１－８

７７０-８５８８ レディスファイブ,徳島県,徳島市,中通町,２-１６

７７０-８５７１ 徳島市役所,徳島県,徳島市,幸町,２-５

７７０-８５７２ 社団法人 徳島新聞社,徳島県,徳島市,中徳島町,２-５－２

７７０-８５７３ ４国放送 (株),徳島県,徳島市,中徳島町,２-５－２

７７０-８５２６ 阿波銀リース (株),徳島県,徳島市,東新町,１-２９-

７７０-８６０５ (株) 岡田組,徳島県,徳島市,幸町,１-４７－３

７７１-０１９３ 大塚化学 (株) 徳島工場,徳島県,徳島市,川内町,加賀須野４６３

７７１-０１８３ 大塚食品 (株),徳島県,徳島市,川内町,加賀須野４６３－５５

７７１-０１９５ 大塚製薬 (株) 診断事業部,徳島県,徳島市,川内町,平石夷野２２４－３

７７１-０１８２ 大塚製薬 (株) 徳島第二工場,徳島県,徳島市,川内町,平石夷野２２４－１８

７７１-０１９２ 大塚製薬 (株) 徳島本部,徳島県,徳島市,川内町,加賀須野４６３－１０

７７１-０１９８ (株) キョーエイ,徳島県,徳島市,川内町,加賀須野４６３-１５

７７１-０１９６ (株) 幸燿,徳島県,徳島市,川内町,加賀須野４６３－２３

７７１-０１８９ (株) ジャストシステム 本社,徳島県,徳島市,川内町,平石若松１０８-４

７７１-０１８５ (株) 大一器械,徳島県,徳島市,川内町,平石若宮３４０

７７１-０１９４ 大鵬薬品工業 (株) 徳島工場,徳島県,徳島市,川内町,平石夷野２２４－２

７７１-０１８８ 東亞合成(株)徳島工場,徳島県,徳島市,川内町,中島５７５－１

７７１-０１８７ 日清紡績 (株) 徳島工場,徳島県,徳島市,川内町,中島６３５

７７１-０１８６ 港産業 (株),徳島県,徳島市,川内町,平石住吉２０９－１

７７１-１１９２ 学校法人 ４国大学,徳島県,徳島市,応神町古川,字戎子野１２３－１

７７１-１１９３ 徳島県 自動車税事務所,徳島県,徳島市,応神町応神産業団地,１－５

７７２-８５１５ 医療法人 久仁会 鳴門山上病院,徳島県,鳴門市,鳴門町土佐泊浦,字高砂２０５-２９

７７２-８５１１ 大塚包装工業 (株),徳島県,鳴門市,大津町木津野,字東辰巳１

７７２-８６０１ (株） 大塚製薬工場,徳島県,鳴門市,撫養町立岩,字芥原１１５

７７２-８５０３ 健康保険 鳴門病院,徳島県,鳴門市,撫養町黒崎,字小谷３２－１

７７２-８５２０ 鳴門塩業 (株）,徳島県,鳴門市,撫養町黒崎,字松島５３

７７２-８５０２ 鳴門教育大学,徳島県,鳴門市,鳴門町高島,字中島７４８
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７７２-８５１０ 鳴門市 競艇部,徳島県,鳴門市,撫養町大桑島,字すべり岩浜４８

７７２-８５０１ 鳴門市役所,徳島県,鳴門市,撫養町南浜,字東浜１７０

７７３-８６０１ 海上自衛隊 小松島航空隊,徳島県,小松島市,和田島町,字洲端４－３

７７３-８５０１ 小松島市役所,徳島県,小松島市,横須町,１－１

７７３-８５０２ 徳島 赤十字病院,徳島県,小松島市,小松島町,字井利ノ口１０３

７７３-８５０４ ニホンフラッシュ (株),徳島県,小松島市,横須町,５－２６

７７４-８５０１ 阿南市役所,徳島県,阿南市,富岡町,トノ町１２－３

７７４-８６０１ 日亜化学工業 (株),徳島県,阿南市,上中町,岡４９１－１００

７７９-１１９５ 阿南市 羽ノ浦支所,徳島県,阿南市,羽ノ浦町中庄,なかれ１６－３

７７９-１２９５ 阿南市 那賀川支所,徳島県,阿南市,那賀川町苅屋,３２３

７７９-１２９３ (株) コート・ベール徳島 ゴルフクラブ,徳島県,阿南市,那賀川町みどり台,１－１

７７９-１２９２ バイオ科学 (株),徳島県,阿南市,那賀川町工地,２４６－１

７７６-８５０１ (株) 高橋ふとん店,徳島県,吉野川市,鴨島町中島,４３２－１

７７６-８６８６ (株) マルハヤ,徳島県,吉野川市,鴨島町中島,４８４

７７６-８５８８ 鴨島病院,徳島県,吉野川市,鴨島町内原,４３２

７７６-８５８５ 国立 療養所 徳島病院,徳島県,吉野川市,鴨島町敷地,１３５４

７７６-８５５５ コロナ工業 (株),徳島県,吉野川市,,鴨島町中北４００－１

７７６-８５１１ ＪＡ徳島厚生連 吉野川医療センター,徳島県,吉野川市,鴨島町知恵島,字西知恵島１２０

７７６-８５８２ 野田ハニー食品工業 (株）,徳島県,吉野川市,鴨島町内原,１４４

７７６-８５８３ 野田養蜂場 (株）,徳島県,吉野川市,鴨島町喜来,９５

７７６-８６１１ 吉野川市役所,徳島県,吉野川市,鴨島町鴨島,１１５－１

７７９-３３９３ (株) ヨコタ・コーポレーション,徳島県,吉野川市,川島町学,字辻４－２

７７９-３３９４ 日本フネン (株),徳島県,吉野川市,川島町三ツ島,字新田１７９－２

７７９-３３９５ 吉野川市 川島支所,徳島県,吉野川市,川島町桑村, 1-２１

７７９-３４９５ 吉野川市 山川支所,徳島県,吉野川市,山川町翁喜台,１１７

７７９-３５９５ 吉野川市 美郷支所,徳島県,吉野川市,美郷,字中筋１９４－１

７７１-１４９２ 阿波市 吉野支所,徳島県,阿波市,吉野町西条,字大西５３-１

７７１-１４９８ (株) エスティック,徳島県,阿波市,吉野町西条,字原市２０５

７７１-１４９４ 佐々木建設 (株),徳島県,阿波市,吉野町柿原,字原１６７

７７１-１４９３ 徳島県立 阿波高等学校,徳島県,阿波市,吉野町柿原,字ヒロナカ１８０

７７１-１５９２ 阿波市 土成支所,徳島県,阿波市,土成町土成,字丸山１０-

７７１-１６９５ 阿波市役所,徳島県,阿波市,市場町切幡,字古田２０１-１

７７１-１７９２ 阿波市 阿波支所,徳島県,阿波市,阿波町東原,１７３-

７７１-２１９５ 美馬市美馬町市民サービスセンター,徳島県,美馬市,美馬町,字天神１２１

７７７-８５７７ 美馬市役所,徳島県,美馬市,穴吹町穴吹,字九反地５

７７７-０３９５ 美馬市 木屋平総合支所,徳島県,美馬市,木屋平,字川井１６１

７７９-３６９５ 美馬市脇町市民サービスセンター,徳島県,美馬市,脇町大字猪尻,字西分１１６－１

７７１-２３９５ 三好市役所 三野総合支所,徳島県,三好市,三野町芝生,１０３９

７７８-８５０５ (株) セイア,徳島県,三好市,池田町マチ,２１９１-

７７８-８５０７ (株) マナベ商事,徳島県,三好市,池田町サラダ,１７６８-１

７７８-８５０４ ４国電力 (株) 池田支店,徳島県,三好市,池田町シマ,９３０-３

７７８-８５０６ 徳島県立 池田高等学校,徳島県,三好市,池田町ウヱノ,２８３４

７７８-８５０３ 徳島県立 三好病院,徳島県,三好市,池田町シマ,８１５-２

７７８-８５０１ 三好市役所,徳島県,三好市,池田町シンマチ,１５００-２

７７８-０１９５ 三好市役所 西祖谷総合支所,徳島県,三好市,西祖谷山村一宇,３４３－２

７７８-０２９５ 三好市役所 東祖谷総合支所,徳島県,三好市,東祖谷京上,１５７－２

７７９-４８９５ 三好市役所 井川総合支所,徳島県,三好市,井川町辻,７３

７７９-５３９５ 三好市役所 山城総合支所,徳島県,三好市,山城町大川持,５１８－９

７７１-４３９５ 勝浦町役場,徳島県,勝浦郡勝浦町,大字久国,字久保田３

７７１-４１９５ 佐那河内村役場,徳島県,名東郡佐那河内村,下,字中辺７１－１

７７９-３２９５ 石井町役場,徳島県,名西郡石井町,高川原,字高川原１２１－１

７７９-３２９８ 加賀屋醤油 (株),徳島県,名西郡石井町,浦庄,字国実１８８

７７１-３３９５ 神山町役場,徳島県,名西郡神山町,神領,字本野間１００

７７１-５２９５ 那賀町役場,徳島県,那賀郡那賀町,和食郷,字南川１０４－１

７７１-５４９５ 那賀町役場 相生庁舎,徳島県,那賀郡那賀町,延野,字王子原３１－１

７７１-６１９２ 那賀町役場 木沢支所,徳島県,那賀郡那賀町,木頭,字広瀬５－３

７７１-６４９５ 那賀町役場 木頭支所,徳島県,那賀郡那賀町,木頭出原,字マエダ３４

７７５-８５７０ 牟岐町役場,徳島県,海部郡牟岐町,大字中村,字本村７－４

７７９-２１９５ 美波町 由岐支所,徳島県,海部郡美波町,西の地,字西地５０－１

７７９-２３９５ 美波町役場,徳島県,海部郡美波町,奥河内,字本村１８－１

７７５-０２９５ 海陽町役場,徳島県,海部郡海陽町,大里,字上中須１２８

７７５-０３９５ 海陽町役場 海部庁舎,徳島県,海部郡海陽町,奥浦,字新町４４

７７５-０５９５ 海陽町役場 宍喰庁舎,徳島県,海部郡海陽町,久保,字久保４９

７７１-０２９８ 赤松化成工業 (株),徳島県,板野郡松茂町,満穂,字満穂開拓１１９－１

７７１-０２９３ 旭食品 (株） 徳島支店,徳島県,板野郡松茂町,住吉,１９

７７１-０２９２ 海上自衛隊徳島教育航空群,徳島県,板野郡松茂町,住吉,字住吉開拓３８

７７１-０２９６ (株) 大塚製薬工場 松茂工場,徳島県,板野郡松茂町,豊久,字豊久開拓１３９－１

７７１-０２９４ (株) フジモト,徳島県,板野郡松茂町,広島,字西川向１４

７７１-０２９５ 松茂町役場,徳島県,板野郡松茂町,広島,字東裏３０

７７１-０２８４ 大塚製薬健康保険組合,徳島県,板野郡北島町,高房,字居内１－１

７７１-０２８１ 大塚ビジネスサポート (株),徳島県,板野郡北島町,高房,字居内１－１

７７１-０２８２ 大塚ホールデングス (株) 大塚ビジネスサポートセンター,

７７１-０２８２ 徳島県,板野郡北島町,高房,字居内１－１

７７１-０２８５ 北島町役場,徳島県,板野郡北島町,中村,字上地２３－１

７７１-０２８７ ４国化工機 (株）,徳島県,板野郡北島町,太郎八須,字西ノ川１０－１

７７１-０２８８ ４国化成工業 (株） 徳島第二工場,徳島県,板野郡北島町,江尻,字内中須１

７７１-０２８９ 生活協同組合 とくしま生協,徳島県,板野郡北島町,中村,字東堤ノ内３０－３

７７１-０２８３ はーとふる川内 (株),徳島県,板野郡北島町,高房,字居内１－１

７７１-１２９２ 藍住町役場,徳島県,板野郡藍住町,奥野,字矢上前５２－１

７７１-１２９７ かねこみそ (株）,徳島県,板野郡藍住町,奥野,字乾８１－２

７７１-１２９４ (株） ジェイテクト 徳島工場,徳島県,板野郡藍住町,奥野,字山畑１

７７１-１２８９ (株） メディング,徳島県,板野郡藍住町,住吉,字神蔵５－１

７７１-１２９５ 光洋シーリングテクノ (株）,徳島県,板野郡藍住町,笠木,字西野３９

７７１-１２９８ ヤマク食品 (株）,徳島県,板野郡藍住町,奥野,字乾１７０

７７９-０１９２ 板野町役場,徳島県,板野郡板野町,吹田,字町南２２－２

７７９-０１９５ 大塚製薬 (株) 徳島板野工場,徳島県,板野郡板野町,松谷,字シシトキ南１３

７７９-０１９３ 国立療養所 東徳島病院,徳島県,板野郡板野町,大寺,字大向北１－１

７７９-０１９４ 富士フアニチア (株),徳島県,板野郡板野町,矢武,字神木１－１



７７１-１３９２ 上板町役場,徳島県,板野郡上板町,七條,字経塚４２

７７９-４１９５ つるぎ町役場,徳島県,美馬郡つるぎ町,貞光,字東浦１－３

７７９-４１９３ 日本年金機構 阿波半田年金事務所,徳島県,美馬郡つるぎ町,貞光,字馬出５０－２

７７９-４４９５ つるぎ町役場 半田支所,徳島県,美馬郡つるぎ町,半田,字木ノ内１３６－１

７７１-２５９５ 東みよし町役場 三好庁舎,徳島県,三好郡東みよし町,昼間, 1-７３

７７９-４７９５ 東みよし町役場,徳島県,三好郡東みよし町,加茂,３３６０




