
Ｎｏ． 　[サポーター企業名] [業種] [都道府県] [住所] [HPアドレス]

1 株式会社アークメタル 製造業 徳島県
板野郡松茂町笹木野字八北
開拓330

http://www.arcmetal.co.jp/

2 石橋商事
専門・技術サー
ビス業

徳島県 徳島市八万町川南41

3 有限会社江渕鏡台店 製造業 徳島県 徳島市末広1-1-40

4
丸福ステンレス工業株式
会社

製造業 徳島県
鳴門市大津町徳長字前浦の
越7

http://www.marufuku-s.co.jp/

5 アルファホテル徳島 飲食店・宿泊業 徳島県 徳島市東大工町2丁目11 http://alpha-t.hotwire.jp/

6 有限会社昭和電機商会 卸売・小売業 徳島県
徳島市川内町平石夷野252-
5

http://www2.tcn.ne.jp/~showa/

7 株式会社桶幸ウチダ造花
その他のサービ
ス業

徳島県
鳴門市撫養町南浜字東浜
58-2

http://www.okeko.jp/

8 シェル徳発株式会社 卸売・小売業 徳島県 徳島市中洲町3丁目5-1
9 株式会社貴志商店 卸売・小売業 徳島県 板野郡藍住町徳命字小塚東 http://kishi-pet.co.jp/

10 有限会社スタジオエース
専門・技術サー
ビス業

徳島県 徳島市南沖洲5丁目2-7 http://www.studioace.jp/index.html

11 合同会社ニコラ
その他のサービ
ス業

徳島県
徳島県板野郡上板町鍛冶屋
原字居屋敷東31-1

12
あい介護福祉サービス有
限会社

医療・福祉 徳島県
徳島県名西郡石井町石井字
重松6801-1

http://www.ai-kaigo.jp/

13 イルファート株式会社 卸売・小売業 徳島県 徳島市助任橋3-10 http://ghoe.jp/

14
有限会社アトリエ　ココ
ロ

製造業 徳島県
鳴門市撫養町小桑島字前組
143 マリビル2F

http://cocolo-cocolo.com/index.html

15 株式会社マルハ物産 製造業 徳島県 板野郡松茂町住吉4-3 http://www.maruha.org/

16 げんき整骨院
専門・技術サー
ビス業

徳島県
板野郡松茂町笹木野字灘
12-13

http://genki-se.com/

17
有限会社長尾クリーニン
グ店

生活関連サービ
ス・娯楽業

徳島県 徳島市北沖洲2-10-57 http://nagao-com.com/

18 美馬精機株式会社 製造業 徳島県 板野郡上板町神宅字喜来41

19 朱花
専門・技術サー
ビス業

徳島県 徳島市幟町1-46 http://syukahair.com/

20 友成タイヤプロショップ 卸売・小売業 徳島県 徳島市紺屋町15-1

21
株式会社ニッタン・イン
ベスティゲーション

その他のサービ
ス業

徳島県 徳島市沖浜東3丁目33 http://www.nittan2203.co.jp/

22 有限会社大岩食品店 卸売・小売業 徳島県 徳島市両国橋8

23
モーニングホーム株式会
社

建設業 徳島県
徳島市国府町井戸字高輪地
41-1

http://www.morninghome.jp/

24
株式会社教育出版セン
ター

教育・学習支援
業

徳島県
徳島市川内町平石流通団地
27

http://www.kyoiku-sc.co.jp/index.html

25 株式会社ジョイメイト
専門・技術サー
ビス業

徳島県 徳島市沖浜1丁目9番地2 http://www.joymate.co.jp/index.htm

26 株式会社スペック
専門・技術サー
ビス業

徳島県 徳島市川内町沖島85-1 http://www.spec-lab.net/

27
社会福祉法人青香福祉会 
特別養護老人ホーム　青
香園

医療・福祉 徳島県 徳島市川内町平石住吉183 http://seikahukushikai.jp/

28
株式会社祖川幼児教育セ
ンター

教育・学習支援
業

徳島県 徳島市中前川町1-42 http://www.sogawakun.com/index.html
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29 東宝タクシー有限会社 運輸業 徳島県 徳島市津田海岸町1-98 http://www.toho-taxi.co.jp/

30 株式会社モリ衣料 卸売・小売業 徳島県 徳島市問屋町58番地
31 大西ビル(たばこ店) 卸売・小売業 徳島県 徳島市幟町3-11-1
32 多田工業株式会社 運輸業 徳島県 徳島市津田海岸町3-41 http://www.tada-kk.co.jp/

33
徳島三菱農機販売株式会
社

卸売・小売業 徳島県 徳島市八万町川南51の2 http://www.aguri-jec1.com/

34 株式会社アドビジョン
その他のサービ
ス業

徳島県 徳島市北矢三町2-3-63 http://www.advision.info/

35
つちはし社会保険労務士
事務所

その他のサービ
ス業

徳島県 徳島市助任橋3-3-1 http://www.tsuchihashi-siki.com/index.html

36 理容たけうち
専門・技術サー
ビス業

徳島県
板野郡藍住町勝瑞字東勝地
392-28

http://www.takeuchi-hair.com/

37 TAKEUCHI
専門・技術サー
ビス業

徳島県
板野郡藍住町勝瑞字成長
98-2

http://www.takeuchi-hair.com/

38 株式会社マルメン製麺所 製造業 徳島県 徳島市北沖洲3丁目9番6号 http://www.onlyone-marumen.com/index.html

39 日産商事株式会社 卸売・小売業 徳島県
徳島市南矢三町2丁目8番22
号

http://www.nissantokiwa.co.jp/

40 株式会社誉建設 建設業 徳島県
徳島市国府町北岩延字中屋
敷30-3

http://homare-web.com/

41 有限会社酒牧製作所 製造業 徳島県
徳島市東沖洲2丁目26番地
10

http://sakamakiseisakusyo.jp/

42 株式会社谷田製餡 製造業 徳島県 徳島市南二軒屋町1-3-5 http://tanidaan.jp/s-index.html

43 株式会社マリン大王 卸売・小売業 徳島県
鳴門市瀬戸町明神字弐軒家
33-2

http://www.marine-daiou.co.jp/

44 株式会社ビーエス工機
その他のサービ
ス業

徳島県 徳島市東沖洲2丁目1-12 http://www.bs-kouki.co.jp/

45 NPO法人らくえん 医療・福祉 徳島県 板野郡上板町七條字元原23 http://blog.canpan.info/nporakuen55/?1372678866

46 有限会社まるやタイル 建設業 徳島県 小松島市前原町字西24-2
47 日進産業株式会社 卸売・小売業 徳島県 小松島市小松島町北浜60

48
株式会社東阿波ケーブル
テレビ

情報通信業 徳島県
小松島市小松島町字新港
36-24

http://www.e-awa.tv/

49 株式会社ワンダー 卸売・小売業 徳島県 阿南市才見町三本松43-1 http://www.wonder-net.jp/index.htm

50 有限会社T･Mケアサービス 医療・福祉 徳島県 阿南市羽ﾉ浦町宮倉芝生7-8
51 有限会社北村食品 製造業 徳島県 阿南市新野町大歳185

52
ニホンフラッシュ株式会
社

製造業 徳島県 小松島市横須町5-26 http://www.nfnf.co.jp/

53 株式会社豊徳 製造業 徳島県 小松島市豊浦町7-2 http://mimizunotuti.com/company.html

54 株式会社豊結会 医療・福祉 徳島県 阿南市那賀川町小延39-3 http://www.foryou-kai.co.jp/

55
株式会社ホームケアべん
り堂

医療・福祉 徳島県 徳島市北矢三町1-1-15 http://www.benrido.net/index.html

56 徳島綜合自動車有限会社
専門・技術サー
ビス業

徳島県
徳島市北矢三町1丁目2番75
号

57 スタジオサークル
その他のサービ
ス業

徳島県 徳島市北常三島町3-40 https://ameblo.jp/smzkjnic/

58 有限会社おおにし 卸売・小売業 徳島県 徳島市名東町2丁目588-3 http://www.uoonishi.co.jp/

59
有限会社ヤマノビュー
ティメイト

その他のサービ
ス業

徳島県 徳島市北佐古一番町1-22-4 http://www.doronko-esthe.info/index.html

60 株式会社ハウスマイル
その他のサービ
ス業

徳島県 徳島市佐古二番町13-18 http://www.hou-smile.com/

61 有限会社博純 医療・福祉 徳島県 徳島市末広4-2-27
62 有限会社天野鉄工所 製造業 徳島県 徳島市東沖洲2-26-5

63 中央自動車株式会社
専門・技術サー
ビス業

徳島県 徳島市東沖洲1-1-3 http://www.crane-navi.com/chuuoo/index.html

64 有限会社栄工業 建設業 徳島県 徳島市川内町米津112
65 本林家具株式会社 製造業 徳島県 徳島市川内町沖ノ島414 http://www.motobayashi-kagu.co.jp/

66 株式会社アズマ建設 建設業 徳島県 徳島市川内町小松東58-11 http://www.azuma-k.net/index.html

67 株式会社松村農園 卸売・小売業 徳島県 徳島市佐古1-6-11 http://www.matsumura.office-x.jp/index.html

68 株式会社印刷工房
専門・技術サー
ビス業

徳島県 徳島市東沖洲2丁目1-15

69 株式会社ビュー設計
専門・技術サー
ビス業

徳島県
徳島市川内町平石古田261
番地

http://viewsekkei.co.jp/

70 株式会社ASK 金融・保険業 徳島県
徳島市応神町東貞方北野
106－1

http://www.ask-hoken.com/

71 有限会社伊川彫刻店 製造業 徳島県 徳島市末広3丁目1-56 http://www.hori-masa.co.jp/



72
株式会社フィルビルサー
ビス

専門・技術サー
ビス業

徳島県
板野郡北島町鯛浜字大西
107-3

http://www.fillbillservice.com/

73 有限会社麻名自動車
専門・技術サー
ビス業

徳島県
徳島県板野郡上板町高瀬
258-1

74
株式会社インテックスカ
クモト

卸売・小売業 徳島県 徳島市問屋町55番地 http://store.shopping.yahoo.co.jp/lato/

75 株式会社エーテック
専門・技術サー
ビス業

徳島県 徳島市東沖洲1丁目3-6 http://www.atec-awa.co.jp/

76 有限会社かね利食料品店 卸売・小売業 徳島県 徳島市北沖洲4丁目1-38

77 東海運株式会社 運輸業 徳島県
徳島市川内町平石流通団地
63番地

http://www.azumakaiun.co.jp/index.html

78 株式会社佐渡 卸売・小売業 徳島県
徳島市川内町平石流通団地
50番地

http://www.sawatari.co.jp/index.html

79 株式会社TEAMWORKS
その他のサービ
ス業

徳島県 徳島市佐古5-6-22

80 中央塗装工業有限会社
専門・技術サー
ビス業

徳島県 徳島市中洲町2-7-3 http://www.e-iro.jp/

81
社会福祉法人幸樹会　青
葉保育園

教育・学習支援
業

徳島県 徳島市北矢三町2-7-56 http://www.kosodate-web.com/aoba/

82 合同会社 はじめ 医療・福祉 徳島県
徳島市中吉野町一丁目17番
地ことぶきマンション102

83
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

教育・学習支援
業

徳島県 徳島市新蔵町3-34-2 http://www.midorihoiku.org/

84 社会福祉法人わかば会
教育・学習支援
業

徳島県 徳島市住吉1-8-34 http://www13.plala.or.jp/wakabakai/event1.html

85 株式会社un 飲食店・宿泊業 徳島県 徳島市沖浜1-42

86 SUNS ADDMODO COFFEE 飲食店・宿泊業 徳島県
徳島市西新浜町１丁目4-8-
2

http://www.suns-coffee.com/

87 めだかのこころ
教育・学習支援
業

徳島県 徳島市新浜本町2丁目2-23 http://www.medaka-g.com/medakanokokoro/index.html

88 株式会社吉野川金属
専門・技術サー
ビス業

徳島県 徳島市八多町水口53-5

89 パン市場アンシュシュ 飲食店・宿泊業 徳島県 徳島市北沖洲1-42

90 ユニテック株式会社
その他のサービ
ス業

徳島県 徳島市南末広町1-139 http://www.unitecgad.com/hiyozi/unitec.html

91
一般社団法人 徳島県警備
業連絡協議会

その他のサービ
ス業

徳島県 徳島市南末広町1番139 http://www.geocities.jp/tokukeikiyou/

92 有限会社福本繊維 卸売・小売業 徳島県 徳島市西新町5丁目29番地 http://www.fukumotoseni.jp/index.html

93 阿波ヤンマー株式会社
専門・技術サー
ビス業

徳島県 徳島市津田海岸町5番51号 http://www.awayanmar.com/

94 有限会社有持鉄工所 製造業 徳島県
吉野川市鴨島町上浦1115番
7

http://ariteko.vpweb.jp/default.html

95 NPO法人なのはな徳島 医療・福祉 徳島県 徳島市上八万町西山1275 http://www.npo-nanohana.or.jp/

96 有限会社栗林製作所 製造業 徳島県 徳島市国府町芝原中庄79-2

97 社会福祉法人蒼生会
教育・学習支援
業

徳島県 徳島市八万町大坪287-7 http://himawari-h.com/

98 椿自然園 飲食店・宿泊業 徳島県 阿南市椿町瀬井45 http://tsubaki-s.com/

99 株式会社大和 医療・福祉 徳島県
小松島市小松島町字新港
31-46

http://ymt89.sakura.ne.jp/

100
株式会社小松島自動車教
習所

教育・学習支援
業

徳島県 小松島市中郷町字西野1-1 http://www.komatsushima.jp/

101 株式会社山田工務店 建設業 徳島県 小松島市江田町敷地前79-1 http://www.shikinoie.co.jp/

102 株式会社庄の屋 卸売・小売業 徳島県 小松島市横須町9-28 http://www.shono-ya.com/

103
アウトクラスカーズ株式
会社

専門・技術サー
ビス業

徳島県 徳島市方上町寺内6-8 http://outclasscars.com/

104
株式会社ハルカーステー
ション

卸売・小売業 徳島県 徳島市南昭和町1丁目6-1 http://www.goo-net.com/pit/shop/0126352/top

105 内外モータース 卸売・小売業 徳島県 徳島市論田町元開24の3
106 株式会社大草ゴム本店 卸売・小売業 徳島県 徳島市大道1丁目52番地

107 株式会社アート林
生活関連サービ
ス・娯楽業

徳島県 徳島市上八万町西山1070 http://www.bridalfort.jp/

108
株式会社スマイルグラ
フィック

飲食店・宿泊業 徳島県
徳島市川内町平石吉田123-
5

http://smilegrafix.jp/



109 ぶんかの森治療院 医療・福祉 徳島県 徳島市八万町夷山108-5 http://bunkanomori.sunnyday.jp/index.html

110 株式会社大三土地 不動産業 徳島県 徳島市中洲町3丁目19-3 http://daisantochi.com/index.html

111 株式会社尚建設 建設業 徳島県 徳島市論田町本浦下107

112 アイズ情報有限会社
教育・学習支援
業

徳島県 徳島市北田宮3-1-11 http://www.ais-pc.net/

113
上田社会保険労務士事務
所

専門・技術サー
ビス業

徳島県 徳島市中洲2丁目32番地 http://www.ueta-kaigo.com/

114 ほっともっと北島店 飲食店・宿泊業 徳島県 板野郡北島町鯛浜字原35-2 http://www.hottomotto.com/

115
サカエティエフサービス
有限会社

専門・技術サー
ビス業

徳島県 徳島市安宅2丁目4-46 http://www.sakae-tf.com/

116 Rich burger factory 飲食店・宿泊業 徳島県
板野郡松茂町豊久字朝日野
16-2

http://rich-burger.com/

117 株式会社秦商事 運輸業 徳島県 徳島市津田海岸町7-7 http://www.hatashoji.co.jp/

118 社会福祉法人　愛育会 医療・福祉 徳島県
板野郡松茂町笹木野字八北
開拓236-1

http://tokushima-aiikukai.jp/

119 株式会社友愛 医療・福祉 徳島県
板野郡松茂町広島字鍬ﾉ先
22番地

120
株式会社ライフサービス
(友愛グループ)

医療・福祉 徳島県
板野郡松茂町広島字鍬ﾉ先
22番地

121
株式会社友和(友愛グルー
プ)

医療・福祉 徳島県
板野郡松茂町広島字鍬ﾉ先
22番地

122
有限会社川内ヤングドラ
イ

生活関連サービ
ス・娯楽業

徳島県 徳島市川内町平石夷野45-3 https://www.white-ex.co.jp/japan/shopdetails_new.php?store=040106-34

123 株式会社アラジン 卸売・小売業 徳島県
板野郡北島町鯛浜川久保
27-1

http://aladdin.kornz.co.jp/index.html

124 美味フーヅ株式会社 飲食店・宿泊業 徳島県
鳴門市撫養町黒崎字松島6-
15

http://www.bimi-foods.com/

125 ちょっきん屋
専門・技術サー
ビス業

徳島県 板野郡北島町鯛浜字原33-7

126 もり整骨院 医療・福祉 徳島県
鳴門市大津町吉永字西新1-
4

http://www.mori-seikotsuin.jp/

127 有限会社英旺プロセス
専門・技術サー
ビス業

徳島県
板野郡上板町西分字松木
13-1

128 有限会社トップワン 卸売・小売業 徳島県
板野郡藍住町徳命字前須東
68-4

http://top1-jp.com/

129
株式会社テレコメディア
徳島コールセンター

その他のサービ
ス業

徳島県 徳島市山城町東浜傍示1-1 http://www.telecomedia.co.jp/aboutus/

130
医療法人はやし会　林内
科

医療・福祉 徳島県 徳島市中昭和町2-94 http://hayashikai.or.jp/hayashinaika/

131
社会福祉法人とみだ福祉
会

医療・福祉 徳島県 徳島市中昭和町2-94 http://tomida.or.jp/

132 株式会社テレネット
その他のサービ
ス業

徳島県 徳島市沖浜東3-46 http://www.tele-net.co.jp/

133 有限会社インディーズ 卸売・小売業 徳島県 徳島市北矢三町3-2-84 http://www.indies-mc.com/

134 スター商事株式会社 飲食店・宿泊業 徳島県 徳島市助任本町3丁目3番地 http://starexpress.jp/index.html

135 三晃産業株式会社
専門・技術サー
ビス業

徳島県
徳島市川内町平石流通団地
29

http://www.sanko-sangyo.net/index.php?FrontPage

136
株式会社サラダ館川内店
(安宅店)

卸売・小売業 徳島県 徳島市川内町沖島314-8 http://shaddy.jp/gs_front/app/shop/shop_introduction/search/tokushima/tokushima/82043-900

137 東光株式会社 製造業 徳島県
徳島市応神町吉成字西吉成
43番地

http://toko-inc.co.jp/index.php

138 マナプロジェクト 情報通信業 徳島県 徳島市川内町平石住吉209 http://www.mana-project.jp/

139 株式会社ミヤウチ
専門・技術サー
ビス業

徳島県 徳島市川内町上別宮東14-2 http://mall.nett.ne.jp/miyauchi/

140
医療法人おかがわ　おか
がわ内科・小児科

医療・福祉 徳島県 徳島市住吉1丁目10番19号 http://okagawa-g.com/okagawanaika/

141
有限会社エム・ケイおか
がわ

医療・福祉 徳島県 徳島市住吉1丁目10番19号

142
株式会社エージングアシ
スト

専門・技術サー
ビス業

徳島県 徳島市住吉1丁目10番19号

143
有限会社ひかりメディカ
ル

医療・福祉 徳島県 島市北佐古2番町3-32 http://shikoku-ms.com/top/

144 ロハスタイル株式会社 飲食店・宿泊業 徳島県 島市北佐古2番町3-32 http://shikoku-ms.com/top/



145
株式会社グローバル・ア
シスト

医療・福祉 徳島県 徳島市北常三島1丁目10-17 http://www.global-assist.jp/

146
シティ・ハウジング株式
会社

不動産業 徳島県 徳島市中常三島町3丁目8-1 http://www.city-housing.net/

147 株式会社RCE
専門・技術サー
ビス業

徳島県 徳島市大原町池内山11-24 http://www.r-c-e.jp/

148
学校法人野上学園　ブ
レーメン愛犬クリエイ
ティブ専門学校

教育・学習支援
業

徳島県 徳島市佐古一番町5番4号 http://www.tba.ac.jp/index.html

149 株式会社松村シード 卸売・小売業 徳島県 徳島市佐古1-6-11 http://www.matsumura.office-x.jp/index.html

150 株式会社片岡建工 建設業 徳島県 鳴門市大津町大代1265-3 http://www.naruto-mon.jp/corp/kataokakenkou/

151 本州ビル管理株式会社
専門・技術サー
ビス業

徳島県 徳島市大道3丁目44

152
総合ビル・メンテム株式
会社

専門・技術サー
ビス業

徳島県 徳島市大道2丁目28 http://www.sbm-inc.jp/

153 株式会社柚りっ子 卸売・小売業 徳島県 徳島市住吉1-9-34 http://yuzurikko.co.jp/
154 株式会社こころ 医療・福祉 徳島県 徳島市南島田町2-43-5 http://hp.kaipoke.biz/f54/index.html

155
医療法人青鳳会　美摩病
院(みまグループ)

医療・福祉 徳島県 吉野川市鴨島町上下島497 http://www.mima-gr.jp/mima/

156 有限会社江戸 不動産業 徳島県
鳴門市撫養町南浜字東浜
505

http://www.apamanshop.com/shop/36059901/

157 東京建物 建設業 徳島県 鳴門市撫養町立岩六枚29-1

158 株式会社EDO 飲食店・宿泊業 徳島県
板野郡松茂町中喜来字前原
東四番越5-1-1

159
助任なかよし認定こども
園

医療・福祉 徳島県 徳島市中吉野町1丁目65 http://www.suketo.jp/

160
ケーブルテレビ徳島株式
会社

情報通信業 徳島県
徳島市新蔵町1-17エフ･ビ
ル

http://www.tcn.jp/www/index.jsp

161
有限会社ロビンス(ロビン
ス動物病院)

その他のサービ
ス業

徳島県 徳島市住吉5丁目8-25 http://robins-animalhospital.jp/

162 中筋建工株式会社 建設業 徳島県 徳島市大道1-10 http://www.nakasuji-kenko.co.jp/

163 有限会社四国タクシー 運輸業 徳島県 徳島市吉野本町1丁目10-1 http://www.shikoku-taxi.co.jp/index.html

164 株式会社ACT
その他のサービ
ス業

徳島県 徳島市末広1丁目2-58 https://www.act-inc.info/

165 さわだ工務店 建設業 徳島県 徳島市出来島本町3-7

166
有限会社メディカルサン
ヨー

医療・福祉 徳島県 徳島市山城西4-34

167
エービーエンタープライ
ズ有限会社

教育・学習支援
業

徳島県
板野郡北島町中村字江口
36-14

http://www.it-ab.com/index.html

168 有限会社すみれ 医療・福祉 徳島県 徳島市国府町南岩延652-5

169
株式会社エクセル歯科研
究所

医療・福祉 徳島県 徳島市川内町米津70-5

170 株式会社島本製作所 製造業 徳島県
板野郡松茂町中喜来字福有
開拓308-17

http://shimamoto-fac.com/index.html

171 中山家具有限会社 製造業 徳島県 徳島市佐古4-4-9

172 有限会社あすみ 医療・福祉 徳島県
阿南市羽ノ浦町中庄蔵ノホ
ケ43-1

173 メグミフーズ株式会社 製造業 徳島県 阿南市新野町北宮の久保30 http://megmifoods.co.jp/original6.html

174 有限会社谷ちくわ商店 製造業 徳島県 小松島市横須町3番59号 http://www.tanishouten.co.jp/

175 有限会社ガレージ岡本 卸売・小売業 徳島県
阿南市羽ノ浦町宮倉本村居
内42

http://www.holiday-fc.co.jp/search/fc/0845.html

176
社会福祉法人　小松島敬
和会

医療・福祉 徳島県
小松島市坂野町字樫のべ32
番地の1

http://fujino.ezdns.jp/keikouen/index.html

177
有限会社徳島新聞サン広
告社

生活関連サービ
ス・娯楽業

徳島県 小松島市小松島町字房浜56

178 誠建設有限会社 建設業 徳島県 小松島市金磯町8-79 http://makoto-build.com/

179 有限会社SINKOU 建設業 徳島県
小松島市立江町字松塚1番
地1

180 谷脇ボデー株式会社
生活関連サービ
ス・娯楽業

徳島県
小松島市中郷町字西久保
29-16

181 株式会社エフエムびざん 情報通信業 徳島県 徳島市山城町東浜傍示1-1 http://www.bfm.jp/index.html

182 株式会社亀井組 建設業 徳島県 徳島市万代町6丁目20-2 http://www.kamei93.co.jp/

183
ビザン臨床検査センター
株式会社

専門・技術サー
ビス業

徳島県 徳島市沖浜東2丁目55番地 http://www.bizan-group.co.jp/relation.html



184 株式会社CHAKRA
その他のサービ
ス業

徳島県
徳島市助任本町1丁目4番地
6

http://www.chakra2002.com/

185 有限会社矢野商会
専門・技術サー
ビス業

徳島県
板野郡板野町矢武字鏡松5-
1

186
徳島オートパーツ有限会
社

卸売・小売業 徳島県
徳島県板野郡板野町下庄字
天満1-1

http://www.haisyahatap.com/

187
徳島オートパーツ有限会
社

卸売・小売業 徳島県
徳島県板野郡板野町下庄字
天満1-1

http://www.haisyahatap.com/

188
社会福祉法人　揺籃福祉
会　めだか保育園

教育・学習支援
業

徳島県 徳島市北沖洲3丁目8-72 http://www.medaka-g.com/index.html

189 野口モータース 卸売・小売業 徳島県
鳴門市瀬戸町明神字板屋島
13-37

http://www.suzuki-naruto.com/

190 長町美術印刷有限会社
専門・技術サー
ビス業

徳島県
鳴門市撫養町南浜字蛭子前
西55

191
株式会社ポスト・ウェー
ブ

情報通信業 徳島県
鳴門市撫養町南浜字蛭子前
東140

http://postwave.net/index.html

192 株式会社ナルト工芸 製造業 徳島県
板野郡北島町北村字鍋井2
番地の14

http://www.n-kg.jp/

193 三和陸運株式会社 運輸業 徳島県
鳴門市撫養町小桑島字前組
番外一

194 四国高速運輸株式会社 運輸業 徳島県 徳島市東沖洲2-62 http://www.shikoku-ku.co.jp/

195 有限会社川内ボデー工業 製造業 徳島県 徳島市東沖洲2丁目1番地10

196 TRUE LOVE HEARTY
専門・技術サー
ビス業

徳島県 徳島市南昭和町5-62-2 http://true-love-hearty.jp/index.html

197
株式会社施心メディカル
ケア

専門・技術サー
ビス業

徳島県 徳島市南田宮2-3-114

198 医療法人こもだ歯科医院 医療・福祉 徳島県 徳島市南田宮4-4-44
199 有限会社五島糸店 卸売・小売業 徳島県 徳島市問屋町47 http://www.syugei.co.jp/

200 株式会社カクカシ商店 卸売・小売業 徳島県
徳島市西船場3丁目9番地の
1

http://kakukashi.com/

201 大利木材株式会社
専門・技術サー
ビス業

徳島県 徳島市津田海岸町7-68 http://www.dairinet.com/

202 有限会社柏木工業 製造業 徳島県 徳島市出来島本町2丁目37 http://www.kswg.co.jp/index.htm

203 株式会社矢野商店 卸売・小売業 徳島県 徳島市新浜町3-56-14 https://www.b-mall.ne.jp/t/3601/564086/?TAB_PAGE_ID=1

204 合建警備保障株式会社
その他のサービ
ス業

徳島県 徳島市川内町平石夷野33-4 http://gohken-keibi.co.jp/

205 バイオ科学株式会社 製造業 徳島県 阿南市那賀川町工地246-1 https://bioscience.co.jp/

206 濱醤油醸造場 製造業 徳島県 小松島市立江町字若松34 http://www.oshouyu.com/

207 有限会社三共クリーン
その他のサービ
ス業

徳島県
小松島市小松島町字外開
15-24

208 有限会社ファルコン
専門・技術サー
ビス業

徳島県 徳島市問屋町43

209 山田包装株式会社 卸売・小売業 徳島県
小松島市坂野町字吐田5番
地7

https://y-pack.jp/

210
特定非営利法人徳島大学
あゆみ保育園

教育・学習支援
業

徳島県 徳島市蔵本町2-50-1 http://tokushima-npoayumi.org/

211 ライセンス株式会社 卸売・小売業 徳島県 徳島市南矢三町3-9-3 https://store.shopping.yahoo.co.jp/raisenseshop/

212 徳島県森林組合連合会
その他のサービ
ス業

徳島県 徳島市西新浜町2丁目3-102 http://www.toku-forest.com/

213 ネイルサロンR
専門・技術サー
ビス業

徳島県
板野郡藍住町徳命元村123
番1メゾンロア－ル103

https://nailsalonr.amebaownd.com/

214 有限会社データプロ
その他のサービ
ス業

徳島県
徳島県三好市池田町ｻﾗﾀﾞ
1674-1

https://dp778.co.jp/

215
有限会社コアフィールみ
ま

専門・技術サー
ビス業

徳島県
鳴門市撫養町小桑島字前浜
216

http://www.coiffure-mima.com/instructor.html 

216 三宅生コン有限会社 製造業 徳島県
徳島県美馬市脇町大字脇町
813-1

http://www.miyake-repla.jp/index.html

217 株式会社ユーロハビット
その他のサービ
ス業

徳島県
徳島県徳島市川内町加賀須
野383-3

http://www.eurohabit.net/index.html

218 株式会社若林 卸売・小売業 徳島県 徳島市東新町1-18 https://www.rakuten.ne.jp/gold/wakabayashi-bag/

219 株式会社ネオビエント
その他のサービ
ス業

徳島県 徳島市南末広町4番54号 http://www.neovient.co.jp/

220 川鹿電機株式会社
専門・技術サー
ビス業

徳島県 徳島市津田海岸町2-68



221 有限会社花岡商店 卸売・小売業 徳島県
徳島県板野郡北島町中村西
の瀬38-11

http://orange-baby.com/

222 有限会社徳雄産業
その他のサービ
ス業

徳島県 徳島市国府町西矢野657 http://www.tokuyu-sangyo.co.jp/index.htm

223 特定非営利法人Creer
その他のサービ
ス業

徳島県
徳島市昭和町3-35-1徳島県
労働福祉会館1F

http://www.creer.or.jp/

224 株式会社リノヴェ
教育・学習支援
業

徳島県
那賀郡那賀町仁字字学原
216-3

http://www.5star-english.jp/

225
関西ピーエスコンクリー
ト株式会社

建設業 徳島県 小松島市金磯町8-79

226
株式会社さかがみハウジ
ング

建設業 徳島県 阿南市上中町南島718-2 http://www.sakagami-net.jp/

227 オートサービス光南 卸売・小売業 徳島県 小松島市金磯町9-5

228 有限会社井内製帽 製造業 徳島県
小松島市金磯町字南弁天前
6-1

229 有限会社ベイズシーオー 卸売・小売業 徳島県 小松島市中田町出口38-1
230 株式会社ウィントップ 情報通信業 徳島県 徳島市国府町早淵952-13 http://www.win-top.co.jp/index.html

231 新弘測量設計株式会社
専門・技術サー
ビス業

徳島県
徳島市山城町東浜傍示5-
281

232 有限会社立建鉄工 製造業 徳島県 徳島市不動西町1丁目299-1

233 サニー美容室
その他のサービ
ス業

徳島県
徳島市国府町観音寺字西泓
658-3

https://ameblo.jp/sunnyhairsalon/

234
株式会社アプロサイエン
ス

製造業 徳島県
鳴門市瀬戸町明神字板屋島
124-4

http://aprosci.com/index.html

235 株式会社楓雅 医療・福祉 徳島県
鳴門市撫養町黒崎字八幡
68-6

236 有限会社ケアーズ 医療・福祉 徳島県
吉野川市鴨島町879番地 浦
島ﾋﾞﾙ105

237 株式会社イコール 卸売・小売業 徳島県 徳島市名東町3-118-1
238 株式会社イシダ測機 卸売・小売業 徳島県 徳島市中徳島町2丁目82 http://www.isds.co.jp/
239 株式会社トクジム 卸売・小売業 徳島県 徳島市三軒屋町東80-3 http://www.tokujimu.co.jp/

240 株式会社ヴィーヴル
生活関連サービ
ス・娯楽業

徳島県
板野郡北島町笹木野八北開
拓1-201

http://bivre.co.jp/

241
有限会社プラスパーアク
タス

専門・技術サー
ビス業

徳島県
鳴門市大津町備前島字松の
本216-8

http://plusper.co.jp/

242 三協電設工業株式会社 製造業 徳島県
鳴門市大麻町牛屋島字堀の
内77-3

http://www.sankyo-densetu.com/

243 アベイユ
専門・技術サー
ビス業

徳島県
板野郡松茂町中喜来字稲本
245-18

https://ameblo.jp/abeille-eyelash/

244 有限会社大西接骨院 医療・福祉 徳島県
板野郡北島町鯛浜字大西
122-5

http://www.ohnishi-sekkotsu.com/

245 LOVELINKLE
専門・技術サー
ビス業

徳島県 徳島市東船場町1-27 http://lovelinkle.com/

246 Salon de emi
専門・技術サー
ビス業

徳島県
板野郡藍住町矢上字北分
82-1

247
ロイヤル警備保障有限会
社

その他のサービ
ス業

徳島県 徳島市中前川町4丁目15-3 http://www.geocities.jp/planet_webjp/Folder/royarug.htm

248 社会福祉法人大原保育園
教育・学習支援
業

徳島県 徳島市大原町中須51-1 http://www.ohbara.jp/

249
社会福祉法人城南福祉会
城南保育園

教育・学習支援
業

徳島県 徳島市八万町中津浦24-68 http://jounan-hoikuen.net/

250
株式会社ナッツベリー
ファーム

卸売・小売業 徳島県 徳島市北常三島2丁目15 http://kb-farm.com/

251 株式会社セファード
その他のサービ
ス業

徳島県
徳島市かちどき橋1丁目60-
1

http://t-po.jp/

252
偕楽園観光株式会社　徳
島グランドホテル偕楽園

飲食店・宿泊業 徳島県 徳島市伊賀町1-8 http://kairakuenkanko.co.jp/

253 玉屋製パン株式会社 製造業 徳島県
徳島市国府町南岩延1180番
地の10

254 株式会社ノズミ 製造業 徳島県 徳島市佐古5-2-18 http://www.nozumi.biz/index.html

255 株式会社北島組 建設業 徳島県
徳島県板野郡北島町鯛浜字
川久保16-1

http://www.kitajima-gumi.co.jp/

256 みの電子パーツ株式会社 情報通信業 徳島県 徳島市中吉野町2-18-2 http://www.it-mino.co.jp/index.html



257
社会福祉法人靖美福祉会　
きらら保育園

教育・学習支援
業

徳島県
板野郡松茂町中喜来字前原
東七番越19-3

http://www.kirara2003.com/

258
有限会社引越センター丸
一

運輸業 徳島県
徳島市不動西町1丁目661番
地

http://www.hikkosi-maruiti.co.jp/index.html

259 株式会社バナナダンス 卸売・小売業 徳島県
板野郡北島町江尻字宮ﾉ本
1-1

http://www.bananadance.jp/

260 株式会社AGN
その他のサービ
ス業

徳島県
鳴門市大麻町桧字西谷山9-
49

261 阿波丸一運送株式会社 運輸業 徳島県
徳島県阿波市阿波町東原
202-1

http://awa-maruichi.com/index.html

262 有限会社片岡工務店 建設業 徳島県
吉野川市鴨島町西麻植字広
畑127番地

http://kataoka3.jp/

263
有限会社アイランドセ
キュリティ

その他のサービ
ス業

徳島県
板野郡松茂町満穂字満穂開
拓16-5

264 株式会社北野商事 卸売・小売業 徳島県
徳島市北沖洲3丁目8-62 稲
木ビル1階

https://www.kitanocorp.com/

265
ジャパンメディカル株式
会社

専門・技術サー
ビス業

徳島県
板野郡松茂町笹木野字八北
開拓150-2

266
特定非営利活動法人共同
子育て広場おひさま

教育・学習支援
業

徳島県
徳島市国府町早淵字雀ヶ原
218-6

http://npo-ohisama.org/

267 添木建材有限会社 卸売・小売業 徳島県
小松島市坂野町字か里や開
36

268 株式会社岡本建設 建設業 徳島県
阿南市那賀川町今津浦西面
42－1

269
中央環境クリーン株式会
社

その他のサービ
ス業

徳島県 小松島市金磯町8番79号 http://chuo-kankyo.com/

270 豚皇那佐 飲食店・宿泊業 徳島県
海部郡海陽町宍喰浦字那佐
281－14

271
インプローブネット株式
会社

情報通信業 徳島県 徳島市佐古2番町6-1 http://www.improve-net.jp/index.html

272 戎農園
その他のサービ
ス業

徳島県 徳島市南沖洲2-4-15

273 株式会社凡智 卸売・小売業 徳島県 徳島市元町1-24
274 株式会社モードパル 卸売・小売業 徳島県 徳島市元町1-24

275 株式会社はなおか 建設業 徳島県
板野郡北島町鯛浜字西ﾉ須
162-9

http://www.k-hanaoka.com/

276 有限会社あさぎり 製造業 徳島県
徳島市国府町井戸字高池窪
5-1

http://asagiri.org/

277
チュオー環境サービス株
式会社

専門・技術サー
ビス業

徳島県 徳島市三軒屋町外17番地15 http://www.chuo-ks.co.jp/

278 株式会社ハタ工業 製造業 徳島県
鳴門市撫養町木津字川瀬
1356-16

279 PRIMO HAIR REGALO
その他のサービ
ス業

徳島県 徳島市大和町2-2-6

280 三木資源株式会社
その他のサービ
ス業

徳島県 徳島市昭和町8-27 http://www.sansi.co.jp/

281
野田ハニー食品工業株式
会社

製造業 徳島県 吉野川市鴨島町内原144 https://www.nodahoney.com/

282 喜多機械産業株式会社 建設業 徳島県 徳島市庄町3丁目16番地 http://kitakikai.co.jp/

283
有限会社カークリーニン
グ佐々木

専門・技術サー
ビス業

徳島県 徳島市国府町中163 http://cc-sasaki.com/

284 株式会社ケイアンドエム 卸売・小売業 徳島県 徳島市西新浜町2丁目2-78

285 葵
専門・技術サー
ビス業

徳島県
板野郡藍住町富吉字下新田
16

286
株式会社加藤自動車相談
所

専門・技術サー
ビス業

徳島県
板野郡北島町江尻松ノ本
28-1

http://shakenya.com/katomotors/

287
有限会社サムソン徳島メ
ンテナンス

その他のサービ
ス業

徳島県 徳島市東沖洲2丁目1-12 http://www.samson.co.jp/index.html

288 株式会社NDK 製造業 徳島県
名西郡石井町高川原字高川
原1505番地

http://www.ndkgr.com/index.php

289 百福倶楽部 飲食店・宿泊業 徳島県 徳島市寺島本町3丁目6-2

290
おおしま内科皮フ科クリ
ニック

医療・福祉 徳島県 徳島市佐古二番町5-20 http://ooshimaclin.com/



291 心の郷
専門・技術サー
ビス業

徳島県
徳島市国府町北岩延字三反
地7-1

http://kokoronosato.jp/

292 有限会社平和印刷所 製造業 徳島県 小松島市小松島町字房浜56

293 有限会社ナルディ 卸売・小売業 徳島県
阿南市見能林町勘高原18番
地1

294 株式会社杉原 卸売・小売業 徳島県 阿南市学原町大深田19-2 http://sugihara-land.com/

295 大隆精機株式会社 製造業 徳島県 阿南市宝田町字柳タイ１ http://www.dairyu.com/
296 津久司蒲鉾有限会社 製造業 徳島県 小松島市南小松島町2-34 http://www.tsukushikamaboko.com/

297 津久司蒲鉾有限会社 製造業 徳島県 小松島市南小松島町2-34 http://www.tsukushikamaboko.com/

298 税理士法人すばる会計
その他のサービ
ス業

徳島県 徳島市中洲町1-45-3 http://www.subarukaikei.or.jp/

299
アイフォレストコンサル
ティング株式会社

金融・保険業 徳島県 徳島市新南福島1-1-14 https://doc-req.tokiomarine-nichido.co.jp/ht1721/DairiMapServlet02?key=097201094__01

300 港興業株式会社 卸売・小売業 徳島県 徳島市住吉二丁目2-12 http://www.tsukiya.jp/about.html

301 株式会社正建 建設業 徳島県
鳴門市大津町木津野字養父
の内41-1

http://seiken-tokushima.com/

302 株式会社光陽眼鏡店 卸売・小売業 徳島県 徳島市仲之町1-27-2 http://koyo-glasses.com/

303 株式会社あおの不動産 不動産業 徳島県 徳島市安宅2丁目2番57号 http://aono-fudousan.co.jp/

304
社会福祉法人みずほ会　
みずほ保育園

医療・福祉 徳島県 徳島市南昭和町7-9-15

305 株式会社海部製作所 製造業 徳島県
鳴門市撫養町木津字川瀬
1360-6

http://kaifu-mfg.com/index.html

306 株式会社うなぎや 飲食店・宿泊業 徳島県
板野郡藍住町東中富字西向
江傍示81－1

307 株式会社ダイオーズ四国
その他のサービ
ス業

徳島県 徳島市南矢三町1丁目8-3 https://www.daiohs.com/

308 有限会社椅子徳製作所 製造業 徳島県 徳島市津田海岸町5-75 http://isutoku.co.jp/
309 株式会社長澤事務器 卸売・小売業 徳島県 徳島市問屋町157番地 http://www.nagasawa-jimuki.com/

310 株式会社ふじや 飲食店・宿泊業 徳島県
徳島市国府町日開字東456-
2

http://www.fujiyanet.co.jp/

311 株式会社ミヤヂ 製造業 徳島県
板野郡北島町北村字鍋井2-
17

http://www.miyaji-butudan.com/

312 株式会社サラダ館川内店 卸売・小売業 徳島県 徳島市川内町沖島314-8 http://shaddy.jp/gs_front/app/shop/shop_introduction/search/tokushima/tokushima/82043-900

313
合同会社たけのこ (平岡
主税理士事務所)

医療・福祉 徳島県
板野郡板野町川端字金泉寺
東20-2

http://takenoko2014.com/

314
社会福祉法人板東ゆたか
会　板東ゆたか保育園

教育・学習支援
業

徳島県 鳴門市大麻町字塚鼻26番地 http://www.yutakahoikuen.jp/

315 株式会社西武ハウジング 情報通信業 徳島県
板野郡藍住町笠木字西野
39-28

http://www.seibu-h.co.jp/

316 有限会社高木建設 建設業 徳島県 美馬市美馬町字路口84-7 http://takagikensetsu.com/

317 東洋警備保障株式会社
専門・技術サー
ビス業

徳島県
美馬市穴吹町穴吹字平ノ内
29-1

http://www.tosec.co.jp/

318 テイケイ徳島株式会社
専門・技術サー
ビス業

徳島県
美馬市穴吹町穴吹字平ノ内
29-1

319 医療法人　山本歯科医院 医療・福祉 徳島県 小松島市松島町13－32 http://www.perio-implant.jp/

320 武田海運株式会社 製造業 徳島県 阿南市才見町藤田前7

321 株式会社アズマ四国 卸売・小売業 徳島県
阿南市羽ノ浦町岩脇ヌクミ
51－4

http://azumashikoku.com/

322 信誠工業株式会社 建設業 徳島県 小松島市金磯町8－90
323 ユーフーズ株式会社 製造業 徳島県 小松島市金磯町8－91

324
有限会社徳島ジェイ・オ
フィス

その他のサービ
ス業

徳島県 徳島市末広2丁目1－25－1

325 有限会社敷島 卸売・小売業 徳島県
小松島市小松島町字北浜83
－1

326 株式会社南海プランナー 卸売・小売業 徳島県 徳島市北島田町2丁目27-4 http://nankaiplanner.co.jp/

327
NicoKidsEnglish（ニコ
キッズイングリッシュ）

教育・学習支援
業

徳島県
徳島県吉野川市鴨島町上下
島128-20

http://nicokids.jp/

328 NailSalonHamachi
専門・技術サー
ビス業

徳島県
徳島市南末広町2-62カサレ
コルソ2号

https://nail-salon-hamachi.amebaownd.com/

329 有限会社菊原工業
専門・技術サー
ビス業

徳島県
徳島市大原町外籠26番地の
1

http://www.myreformjp.com/search/info/?c_code=0001048390

330 南食品工業株式会社 製造業 徳島県 阿南市橘町大浦8－1
331 森田技研工業株式会社 製造業 徳島県 阿南市才見町旭越山68 http://www.morita-giken.co.jp/data.html



332 株式会社竹治林産 製造業 徳島県
阿南市羽ノ浦町岩脇松ノ本
56

333 木頭開発株式会社 農業・林業 徳島県
那賀郡那賀町木頭西宇字北
野104－2

334 日本近藤青果卸株式会社 卸売・小売業 徳島県
小松島市大林町字中新田23
－2

335
有限会社ウッディーマツ
モト

建設業 徳島県
阿南市那賀川町上福井南川
渕204

336 コルヌイエ 飲食店・宿泊業 徳島県
小松島市小松島町井利ノ口
43－1

337 四国ビルメン株式会社
その他のサービ
ス業

徳島県 小松島市神田瀬町1－8

338
環境エネルギア・システ
ム株式会社

専門・技術サー
ビス業

徳島県
徳島市川内町平石若宮121-
1

http://densin.co.jp/kan-ene/index.html

339 株式会社電信
専門・技術サー
ビス業

徳島県
徳島市川内町平石若宮121-
1

http://densin.co.jp/index.php

340
有限会社四国メディカ
ル・サポート

専門・技術サー
ビス業

徳島県 徳島市北佐古2番町3-32 http://shikoku-ms.com/

341 森正株式会社 製造業 徳島県
板野郡北島町北村字鍋井3-
9

http://www.morisho.jp/

342 有限会社シャムロック 卸売・小売業 徳島県
徳島県板野郡松茂町広島字
丸須1-30

343 Nail’s be
専門・技術サー
ビス業

徳島県 徳島市南昭和町3丁目23-5 http://www.nails-be.com/

344 株式会社quattro 医療・福祉 徳島県
板野郡松茂町広島字南川向
51-13

http://quattro.link/

345 森田緑化株式会社
その他のサービ
ス業

徳島県 徳島市入田町海先87-1 http://morita-r.co.jp/

346
医療法人青樹会　城南病
院

医療・福祉 徳島県 徳島市丈六町行正27-1 http://www.jonanh.com/

347 有限会社三ツ星鉄工所 製造業 徳島県 小松島市金磯町8-118
348 株式会社阿波酸素 製造業 徳島県 小松島市金磯町 http://www4.plala.or.jp/awasanso/

349 有限会社岩田木工 製造業 徳島県 小松島市田野町字本村321

350 有限会社小松島マリーナ
生活関連サービ
ス・娯楽業

徳島県
小松島市和田島町松田新田
165-5

http://www.tk2.nmt.ne.jp/~kmr/

351 岩浅建設株式会社 建設業 徳島県 阿南市津乃峰町長浜264-2
352 株式会社いまじ 建設業 徳島県 阿南市津乃峰町新浜33-28 http://www.imaji.jp/imaji/

353 有限会社まるふく 卸売・小売業 徳島県 小松島市金磯町8-28
354 有限会社市山煙火商会 製造業 徳島県 小松島市立江町高田6-2 http://ichiyama-hanabi.jp/

355
有限会社四国エレファン
ト工業

その他のサービ
ス業

徳島県
徳島市川内町平石夷野417-
2

http://www.zo-san.co.jp/

356 大協運輸株式会社 運輸業 徳島県
徳島県吉野川市鴨島町森藤
955-2

357 医療法人大塚歯科 医療・福祉 徳島県 徳島市通町2-14-1 http://otsukashika.jp/
358 有限会社丸共青果問屋 卸売・小売業 徳島県 小松島市神田瀬町12-38 http://www.marukyoseika.co.jp/

359 徳南交通有限会社 運輸業 徳島県 阿南市学原町中西35-12 http://chuoukankou.okoshi-yasu.com/

360 LIXILリフォームショップ 建設業 徳島県
阿南市羽ノ浦町岩脇ヌクミ
51-4

361 有限会社岸火工品製造所 製造業 徳島県 阿南市新野町林148-1 http://kishi-hanabi.com/info/con1.html

362 藤崎電機株式会社 製造業 徳島県 阿南市辰巳町1-38 https://www.fujisakikk.co.jp/

363 ふらわーはうすひろの 卸売・小売業 徳島県 小松島市中田町字新開43-3

364 杉原塗装有限会社 建設業 徳島県
小松島市小松島町字新港
34-33

http://www.office-web.jp/sugiharatosou/

365 株式会社協栄商会 卸売・小売業 徳島県 徳島市南沖洲5丁目7番66号
366 パン工房のむぎの木 卸売・小売業 徳島県 小松島市中田町原ノ下23-1

367 市岡製菓株式会社 製造業 徳島県
小松島市江田町字腰前189-
6

http://www.ichioka-seika.co.jp/

368 炭焼ホルモンこすみ 飲食店・宿泊業 徳島県 小松島市中田町新開19-5

369 佐賀火工株式会社 製造業 徳島県
小松島市田野町字月の輪2-
2

http://www.sagakakou.com/

370 有限会社三和 卸売・小売業 徳島県
小松島市和田島町字松田新
田171

https://www.sanwa-bento.com/

371 栄興自動車株式会社 卸売・小売業 徳島県
小松島市大林町字中新田
35-1



372
株式会社クオリティオブ
ライフ

医療・福祉 徳島県 小松島市中田町字内開53-5

373 株式会社ザイナス 製造業 香川県 東かがわ市帰来104-1

374 玉川食品株式会社 製造業 香川県
高松市春日町大野2492番地
1

375 株式会社三好石材 製造業 香川県 高松市庵治町3990番地 http://www.ajiishi.com
376 株式会社ムーミー 卸売・小売業 香川県 高松市川島東町520 http://www.mumie.co.jp
377 ユーロスポーツ株式会社 卸売・小売業 香川県 高松市御厩町1344-2 http://www.euro-s.net

378
株式会社グローバルセン
ター

不動産業 香川県 高松市伏石町2016-20 http://www.global-center.co.jp

379 heal-spa
生活関連サービ
ス・娯楽業

香川県 坂出市京町2-6-4 http://www.heal-spa.net

380 ROSSO
生活関連サービ
ス・娯楽業

香川県
高松市小村町115-1　
ニューマリッチふれんど
101

http://rosso-hair.net

381 株式会社T・P 医療・福祉 香川県 高松市新田町2　8番地 http://www.high-follow.com/

382 株式会社ネグジット総研
その他のサービ
ス業

香川県 高松市伏石町2034-1 http://www.hitonowa-ns.com

383 株式会社ＣＮＴ 建設業 香川県 高松市勅使町619 http://www.co-cnt.com
384 株式会社ダイエイハウス 建設業 香川県 丸亀市飯野町東二599-1 http://www.daiei-house.jp

385 株式会社スワキャンバス 製造業 香川県 高松市春日町1645-12

386 株式会社フードテック 製造業 香川県
三豊市詫間町詫間2112番地
144

http://www.foodtec.co.jp/

387
藤田プラントサービス株
式会社

製造業 香川県
仲多度郡多度津町西港町29
番地5

http://fujita-ps.jp

388 株式会社宮武讃岐製麺所 製造業 香川県 丸亀市蓬莱町55-3 http://seimensho.jp
389 有限会社森本建具店 製造業 香川県 高松市三谷町176-1
390 大陽工機株式会社 卸売・小売業 香川県 綾歌郡綾川町滝宮2457-1 http://www.taiyo-kouki.com/

391 株式会社みつば 卸売・小売業 香川県 高松市屋島西町1950-14 http://www.f328.com

392 有限会社カノークス
生活関連サービ
ス・娯楽業

香川県
丸亀市塩飽町48-1　丸亀ﾌﾟ
ﾗｻﾞﾋﾞﾙ4F

http://www.powerupclub.co.jp

393
一般社団法人日本産業カ
ウンセラー協会　四国支
部　香川事務所

教育・学習支援
業

香川県
高松市伏石町2028-2　木内
ﾋﾞﾙ2F

http://www.counselor-shikoku.jp

394
株式会社中部コンサルタ
ント

専門・技術サー
ビス業

香川県 高松市香川町川内原163-2

395
介護老人保健施設サンフ
ラワー

医療・福祉 香川県 高松市一宮町1556-2

396 株式会社ジュネス 医療・福祉 香川県 丸亀市土器町東7-886 http://www.hanamizuki-dokicho.com/

397
医療法人歯っぴーごうだ
おとなこども歯科

医療・福祉 香川県
綾歌郡宇多津町浜六番丁
82-3

http://gouda-dental.com/

398
医療法人歯っぴー　ごう
だらいおん歯科

医療・福祉 香川県
綾歌郡宇多津町浜二番丁16　
イオンタウン宇多津内

http://gouda-lion.com

399
医療法人歯っぴー丸亀ご
うだ歯科医院

医療・福祉 香川県 丸亀市土器町東四丁目850 http://marugame-gouda.com

400
社会福祉法人真理亜福祉
会

医療・福祉 香川県 丸亀市垂水町川原16-50

401 サイテックアイ株式会社
複合サービス事
業（郵便局・農
業協同組合等）

香川県 高松市上之町二丁目8-27 www.0909megurin.com

402
岩田社会保険労務士事務
所

その他のサービ
ス業

香川県
高松市藤塚町1丁目16-29　
島本ビル1階

403 光洋産業株式会社
その他のサービ
ス業

香川県
坂出市築港町二丁目7番12
号

404 株式会社トトノエリー
その他のサービ
ス業

香川県
高松市中野町29-8　アーク
トキワビル３Ｆ

http://totonoelry.com

405 ナカハタ印刷株式会社 製造業 香川県 東かがわ市湊1950-1

406
ハイスキー食品工業株式
会社

製造業 香川県 木田郡三木町氷上219 http://ｗｗｗ.haisky.co.jp

407 株式会社パック三樹 製造業 香川県 木田郡三木町井戸621-1 http://www.packmiki.com/

408 有限会社ポルテ 製造業 香川県 東かがわ市帰来1072-7 http://ｗｗｗ.porute.com

409 多度津物流有限会社 運輸業 香川県 善通寺市金蔵寺町1187-2 http://tadotsu.net/

410 株式会社坂出葬儀社
生活関連サービ
ス・娯楽業

香川県 坂出市川津町4604-2 http://sakaide-sougi.co.jp/



411 株式会社星晃 医療・福祉 香川県 高松市屋島西町1347-1 http://www.starconcierge.jp

412
株式会社朝日オリコミ四
国

複合サービス事
業（郵便局・農
業協同組合等）

香川県 高松市木太町2663-1 http://ｗｗｗ.asahi-os.com

413 株式会社高坂建設 建設業 香川県
さぬき市津田町津田2132番
地1

414 有限会社彩美 建設業 香川県 高松市三谷町5105番地3
415 島産業株式会社 建設業 香川県 観音寺市中田井町1番地 http://www.shimasangyo.co.jp/

416 新光電装株式会社 建設業 香川県 丸亀市飯野町東二1486番地 http://www.shinkodenso.co.jp

417 大企建設株式会社 建設業 香川県 善通寺市櫛梨町500-1 http://www.taikikensetu.jp

418 有限会社デンサン 建設業 香川県 高松市香川町川内原1074

419
有限会社日本ガス圧接四
国

建設業 香川県 高松市楠上町1-4-15

420 有限会社藤重電機 建設業 香川県 綾歌郡綾川町萱原803-3 http://www.fujishigedenki.com/

421 アームス株式会社 製造業 香川県 さぬき市鴨部4652-6
422 株式会社川田製麺 製造業 香川県 高松市香南町岡396 http://www.kawadaseimen.jp/

423 株式会社サンテック 製造業 香川県 綾歌郡綾川町陶1004-35 http://www.suntech.link/

424
株式会社ダイコープロダ
クト

製造業 香川県
さぬき市大川町田面17番地
4

http://www.daiko-product.com

425 大三機工株式会社 製造業 香川県
木田郡三木町大字井戸
1738-2

http://www.daisankikou.co.jp

426 株式会社タムラ印刷 製造業 香川県 高松市勅使町658番地 http://www.print-tamura.co.jp

427 株式会社トーキン 製造業 香川県 さぬき市昭和1334-5 http://to-kin.co.jp
428 仁尾興産株式会社 製造業 香川県 三豊市仁尾町仁尾辛1番地 http://www.navio.ne.jp
429 株式会社美巧社 製造業 香川県 高松市多賀町1-8-10 http://www.bikohsha.co.jp/

430 株式会社山田家物流 製造業 香川県 高松市牟礼町牟礼3186 http://www.yamada-ya.com/

431 株式会社エースシステム 情報通信業 香川県 高松市香西南町473-1 http://www.acesys.co.jp

432
ナイスタウン出版株式会
社

情報通信業 香川県 高松市栗林町1-12-27 http://www.nicetown.co.jp

433 株式会社ユニーク 情報通信業 香川県
高松市林町2217番地15　香
川県産業頭脳化ｾﾝﾀｰﾋﾞﾙ

http://www.unique21.co.jp/

434
株式会社アール・ラウン
ド

卸売・小売業 香川県 高松市伏石町2153-4 http://ecoris.jp.net/

435
有限会社インテリアかつ
た

卸売・小売業 香川県 高松市松縄町1104番地16 http://www.nuno.co.jp

436 株式会社厳選 卸売・小売業 香川県 高松市木太町2836-1 http://www.suijin-ichiba.com/

437 有限会社さいとう 卸売・小売業 香川県 観音寺市木之郷町537番地1
438 株式会社サクマ 卸売・小売業 香川県 高松市藤塚町1丁目1番4号 http://kashiwa-sakuma.jp

439
株式会社フリーエージェ
ント

金融・保険業 香川県 高松市伏石町2028-2

440 株式会社合同経営
専門・技術サー
ビス業

香川県 高松市木太町3396-11 http://www.godo-k.co.jp

441
社会保険労務士法人木内
事務所

専門・技術サー
ビス業

香川県 高松市伏石町2028-2

442
社会保険労務士行政書士　
奈良事務所

専門・技術サー
ビス業

香川県 高松市東田町4-26

443 株式会社プランチャ 飲食店・宿泊業 香川県
高松市丸亀町11-3　ｽﾐﾚﾋﾞﾙ
2Ｆ

444 有限会社山田家 飲食店・宿泊業 香川県 高松市牟礼町牟礼3186 http://www.yamada-ya.com/

445 inNate（ｲﾝ･ﾈｲﾄ)
生活関連サービ
ス・娯楽業

香川県 高松市高松町2421 http://www.innate.jp

446
有限会社グランドヴォー
グ　まつざき

生活関連サービ
ス・娯楽業

香川県
高松市塩上町10-12　パー
ルビル2F

447 常磐産業株式会社
生活関連サービ
ス・娯楽業

香川県 高松市紙町595番地1 http://www.tokiwagroup.com/

448 株式会社サポート・アン
教育・学習支援
業

香川県
観音寺市坂本町1丁目2-15-
2F

449
株式会社アスリートス
テーション

医療・福祉 香川県 高松市西町1-3

450
いきいきらいふSPA高松本
町

医療・福祉 香川県 高松市本町10-26 http://www.ikiikilife.co.jp

451 社会福祉法人喜勝会 医療・福祉 香川県 高松市一宮町875番地 http://www.k3.dion.ne.jp/~kishokai/

452 デイサービスぷちとまと 医療・福祉 香川県 さぬき市造田是弘412-1



453 社会福祉法人豊中福祉会 医療・福祉 香川県
三豊市豊中町笠田竹田697
番地1

http://www.toyonakasou.jp

454
社会福祉法人ポム・ド・
パン　障害者支援施設　
ウインドヒル

医療・福祉 香川県 高松市三谷町3851番地 http://www.pomme-de-pin.or.jp/

455 悠悠有限会社 医療・福祉 香川県 高松市香南町西庄692-1 http://yuyu.client.jp

456 株式会社モンテサービス
複合サービス事
業（郵便局・農
業協同組合等）

香川県 丸亀市柞原町375番地 http://www.bm-monte.jp

457
有限会社NCコーポレー
ション

その他のサービ
ス業

香川県
高松市内町1-13　日新内町
ﾋﾞﾙ

http://nccorp.jp/

458
株式会社ファーストエー
ジェンシー

その他のサービ
ス業

香川県 高松市栗林町1-12-27　4F

459 三電計装株式会社 建設業 香川県 高松市浜ノ町58-6 http://www.sandenkeiso.co.jp

460 株式会社南條工作所 製造業 香川県 高松市鶴市町4-1 http://www.nanjo-k.com/

461 大和汽工株式会社 製造業 香川県
高松市国分寺町新名2163－
1

http://www.daiwakikou.co.jp/

462 サンエイ株式会社 製造業 香川県 高松市郷東町792-98 http://www.sanei-p.co.jp/

463 有限会社松倉製作所 製造業 香川県 高松市香川町川東下1591-3 https://matsukura.jimdo.com/

464 三彩商事株式会社 卸売・小売業 香川県 高松市南新町11-1 http://www.sansai.co.jp
465 株式会社讃商 卸売・小売業 香川県 高松市林町91-1 http://www.sansho-net.jp

466
社会福祉法人ひかりエ
コ・エンジニアリング会

医療・福祉 香川県
高松市国分寺町福家甲1088
－1

http://www.hikarieco.com/

467 デイサービスあかね 医療・福祉 香川県 高松市西町4番1号 http://www.sw-akane.jp/

468
社会福祉法人祷友会紅山
荘

医療・福祉 香川県 丸亀市飯山町上法軍寺2600 http://www.beniyama.jp/

469
株式会社トリニティラッ
シュ

その他のサービ
ス業

香川県
高松市上天神町654-1　エ
ンゼル104

470 株式会社四国鉱山機器
その他のサービ
ス業

香川県 高松市春日町1537

471
株式会社日本トレーディ
ング

その他のサービ
ス業

香川県 高松市春日町1680‐1 http://www.usedtaxi-h.com/

472 有限会社倉本水産 漁業 香川県 仲多度郡多度津町西浜9-20 http://www.kuramoto-suisan.co.jp

473 アルテ工業株式会社 建設業 香川県 高松市木太町3223
474 株式会社エルフ 建設業 香川県 高松市新田町甲2087-1 http://www.elf-inc.co.jp/

475
サンエイ・コート株式会
社

建設業 香川県 さぬき市志度656-1 http://sunei-c.jp

476 谷口建設興業株式会社 建設業 香川県 高松市上林町473-1 http://www.tad-group.co.jp/

477 有限会社富士テント商会 建設業 香川県 高松市松福町2丁目19-20 http://fujitent.net
478 株式会社松岡工務店 建設業 香川県 高松市木太町2387-6 http://www.kk-matsuoka.co.jp/

479 村井建設株式会社 建設業 香川県 高松市春日町1739 http://www.murai-kk.co.jp/

480 森崎工業株式会社 建設業 香川県 坂出市築港町一丁目4番6号
481 味乃荘株式会社 製造業 香川県 高松市木太町2539-1 http://www.ajinosyo.net/

482 株式会社イシハラ 製造業 香川県 高松市香西南町358の1 http://ishihara-inc.com/

483 一光電機株式会社 製造業 香川県 高松市香南町由佐2082 http://www.ikko-e.co.jp/

484 鵜川金属工業株式会社 製造業 香川県 高松市御厩町1144番地 http://www.ugawa-metal.co.jp

485 エーコー精密株式会社 製造業 香川県 東かがわ市黒羽176
486 香川鋳造株式会社 製造業 香川県 さぬき市末371-7 http://www.chuokai-kagawa.or.jp/~imono-kagawa/kagawa/top.htm

487 株式会社かねすえ 製造業 香川県 高松市扇町1-24-36 http://www.kanesue.net
488 株式会社木村水産 製造業 香川県 さぬき市津田町津田1333-1
489 株式会社興和金属 製造業 香川県 高松市郷東町446番地6
490 株式会社さぬきシセイ 製造業 香川県 高松市香南町由佐580-1 http://sanuki-udon.co.jp

491 山英電機株式会社 製造業 香川県 高松市香南町横井375-1 http://www.sanei-e.co.jp

492 株式会社三森 製造業 香川県
木田郡三木町大字池戸507-
25

http://www.sanmori.co.jp

493 四国繊維販売株式会社 製造業 香川県 高松市香川町大野2134-6 http://www.shikokuseni.co.jp/

494 株式会社ちきりや 製造業 香川県 高松市丸亀町4-7 http://www.la-famille.com

495 株式会社シロトリ 製造業 香川県 東かがわ市伊座798-2 http://www.shirotori.jp
496 有限会社スクエア 製造業 香川県 高松市田村町621-4
497 株式会社スナガワ 製造業 香川県 さぬき市鴨庄4374-78 http://www.sunagawa-j.co.jp

498 大成段ボール株式会社 製造業 香川県 東かがわ市湊1945 http://www.taisei-daｎ.com

499 株式会社タイホー 製造業 香川県 東かがわ市黒羽176番地 http://tyho.co.jp

500
有限会社ダイヤテント商
会

製造業 香川県 高松市春日町1606-13



501 東讃自動車工業株式会社 製造業 香川県 東かがわ市三本松1730-2 http://www.lotas37.com/tousan

502 有限会社中村製作所 製造業 香川県 綾歌郡綾川町滝宮2582-1
503 株式会社中村谷 製造業 香川県 高松市鍛冶屋町1-10 http://www.nakamuraya-co.jp/

504 有限会社パイプライン 製造業 香川県 綾歌郡綾川町羽床下307-1 http://yakibuta-p.com
505 株式会社橋輝 製造業 香川県 東かがわ市松原990番地 http://www.hashitel.co.jp

506 株式会社パル技研 製造業 香川県 高松市林町2217-2 http://www.palgiken.co.jp/

507 株式会社福一 製造業 香川県 木田郡三木町氷上14-1 http://www.fuku1.co.jp

508
株式会社福田高周波工業
所

製造業 香川県 高松市上林町529-4 http://f-co.co.jp

509 福田熱処理工業有限会社 製造業 香川県 高松市上林町529-6 http://f-co.co.jp
510 有限会社藤田木工所 製造業 香川県 高松市池田町1254-5
511 丸善工業株式会社 製造業 香川県 綾歌郡綾川町陶6734 http://p-maruzen.co.jp
512 株式会社三谷船具店 製造業 香川県 東かがわ市引田187-1 http://maru3net.jp/
513 株式会社村上製作所 製造業 香川県 さぬき市造田野間田538-1 http://www.murakamiss.co.jp

514 ラモナー株式会社 製造業 香川県 綾歌郡宇多津町1045番地1 http://www.lamona.co.jp/

515 株式会社レガン 製造業 香川県
木田郡三木町大字上高岡
356-1

http://www.lesgants.co.jp/

516 株式会社グランブルーム 情報通信業 香川県 高松市多肥下町1521-5
517 株式会社三光システム 情報通信業 香川県 高松市鬼無町藤井122番地 http://www.sankou-sys.co.jp/

518 あや寝具店 卸売・小売業 香川県 坂出市江尻町1131-8 http://www.aya-futon.com

519 有限会社池田花店 卸売・小売業 香川県 高松市栗林町3-1-11

520
ヴァーナル・せとうち株
式会社

卸売・小売業 香川県 高松市朝日新町14-15 http://www.vernal-setouchi.jp/

521 有限会社宇川新店 卸売・小売業 香川県 高松市岡本町889-5
522 株式会社オールストーン 卸売・小売業 香川県 高松市牟礼町牟礼3720-4 http://www.allstone.co.jp

523 株式会社オノコー商事 卸売・小売業 香川県 高松市天神前3-14

524 有限会社家具のたかぎ 卸売・小売業 香川県
三豊市高瀬町比地中1320番
地3

http://www.kagu-monogatari.co.jp

525 株式会社鎌倉総合企画 卸売・小売業 香川県
木田郡三木町大字氷上406
番地7

526 くりや株式会社 卸売・小売業 香川県
さぬき市津田町鶴羽778番
地26

http://kuriya.jp

527 有限会社小松屋土産店 卸売・小売業 香川県 仲多度郡琴平町953-1 http://www.2054.co.jp
528 四国酸素株式会社 卸売・小売業 香川県 高松市朝日町五丁目14-5 http://www.shikoku-sanso.co.jp

529 株式会社スワニー 卸売・小売業 香川県 東かがわ市松原981 http://www.swany.co.jp/

530 株式会社デコ 卸売・小売業 香川県
高松市瓦町二丁目7-1　冠
野ビル3階

http://www.agreablmant.com

531 西村ジョイ株式会社 卸売・小売業 香川県 高松市成合町891番地1 http://www.nishimura-joy.co.jp

532
有限会社パッションクリ
エイティブ

卸売・小売業 香川県 高松市高松町2306番地1 http://www.passion-c.com

533 ハルク四国株式会社 卸売・小売業 香川県 高松市勅使町1601-1
534 株式会社フジ 卸売・小売業 香川県 高松市仏生山町甲48-3
535 株式会社マルシン 卸売・小売業 香川県 木田郡三木町平木779-1 http://www.e-marushin.jp

536
株式会社11ネット・イン
シュアランス

金融・保険業 香川県
高松市郷東町3-1　中原ﾋﾞﾙ
3F

537
株式会社アクアビジョン
ズ

専門・技術サー
ビス業

香川県 高松市香川町川東下1865-1 http://www.aquavisions.jp

538
朝日税理士法人　高松事
務所

専門・技術サー
ビス業

香川県 高松市西町21-23 http://sogawa365.sharepoint.com/

539 有限会社大前経営研究所
専門・技術サー
ビス業

香川県
高松市中央町14-16　中央
町ﾋﾞﾙ3F

http://www.showa-g.biｚ/

540 菅社会保険労務士事務所
専門・技術サー
ビス業

香川県
善通寺市金蔵寺町840-1　
真部ﾃﾅﾝﾄ2F西

http://www.suga-sr-office.com/

541 株式会社VANTAGE
専門・技術サー
ビス業

香川県
さぬき市津田町鶴羽2291-
39

http://www.vantage210.com/

542
株式会社富士通四国イン
フォテック

専門・技術サー
ビス業

香川県 高松市番町1丁目10番2号 http://www.fujitsu.com/jp/group/fsit/

543
有限会社ヘアーサロン宮
武

専門・技術サー
ビス業

香川県 丸亀市垂水町3330-15 http://www.amr-3stars.com

544 村川武慶税理士事務所
専門・技術サー
ビス業

香川県 高松市亀岡町2-17

545 株式会社ルート技術設計
専門・技術サー
ビス業

香川県 高松市香川町川東上2118-1



546
株式会社安心プランニン
グホテルアネシス瀬戸大
橋

飲食店・宿泊業 香川県
綾歌郡宇多津町浜六番丁
81-1

http://anesis-seto.com

547 株式会社平本店 飲食店・宿泊業 香川県 高松市春日町442 http://taira-honten.jp
548 レストラン香松 飲食店・宿泊業 香川県 高松市福岡町3-26-1 http://www.kasyo.co.jp
549 若松 飲食店・宿泊業 香川県 高松市牟礼町大町2431-1

550
株式会社インテリアプラ
ンニング・キット

生活関連サービ
ス・娯楽業

香川県 高松市前田東町1225 http://www.kitroom.co.jp/

551 株式会社スカイテクノス
生活関連サービ
ス・娯楽業

香川県 高松市林町690番地1

552 Lamp Hair Plus
生活関連サービ
ス・娯楽業

香川県 さぬき市志度1867-8 http://www.lump-hairplus.jp/

553
あかねケアプランセン
ター

医療・福祉 香川県 高松市西町4番1号 http://www.sw-akane.jp/

554
あかねヘルパーステー
ション

医療・福祉 香川県 高松市西町4番1号 http://www.sw-akane.jp/

555
特定非営利活動法人　ク
オリティライフ

医療・福祉 香川県 高松市上天神町689番地2 http://www.yattaaman.org/

556 社会福祉法人光寿会 医療・福祉 香川県 高松市西町4番1号 http://www.sw-akane.jp/

557
社会福祉法人香東園　特
別養護老人ホーム　絹島
荘

医療・福祉 香川県 東かがわ市馬篠1227番地20 http://www.koutouen.com/kinujimasou/index.html

558
社会福祉法人香東園　特
別養護老人ホーム香東園

医療・福祉 香川県
さぬき市寒川町石田西680-
1

http://www.koutouen.com

559
一般社団法人　在宅療養
ネットワーク

医療・福祉 香川県 高松市松島町2丁目12-4 http://ryouyounet.blog.fc2.com/

560
社会福祉法人燦々会　特
別養護老人ホーム　さん
さん荘

医療・福祉 香川県
高松市香川町川内原1003番
地1

http://www.sansan-kai.com/sansanso/access.html

561
特定非営利活動法人すぷ
～ん

医療・福祉 香川県 高松市田村町471-2

562
社会福祉法人大寿庵　特
別養護老人ホーム大寿苑

医療・福祉 香川県 高松市鬼無町鬼無882番地2 http://www.daijyuan.com/

563 多機能ホームひまわり 医療・福祉 香川県 高松市香川町大野901-1 http://www.tanimoto-c.or.jp

564
医療法人社団竹内耳鼻咽
喉科医院

医療・福祉 香川県 丸亀市川西町南422-12

565 たま犬猫病院 医療・福祉 香川県 高松市上林町540-1 http://tama-dogcat-hospital.jp

566
医療法人社団　西山脳神
経外科病院

医療・福祉 香川県 坂出市加茂町593-1 http://www.kbn.ne.jp/home/neuronis/

567
株式会社パレットハウス
にしべり

医療・福祉 香川県 さぬき市長尾東823番地1

568
株式会社ひまわり　グ
ループホーム　ひまわり
の家

医療・福祉 香川県 高松市香川町大野901-1 http://www.tanimoto-c.or.jp

569
株式会社ヒューマンネッ
ト

医療・福祉 香川県 高松市木太町4284番地8 http://humannet-aj.co.jp

570
社会福祉法人和光福祉会　
特別養護老人ホームグラ
ンドガーデン

医療・福祉 香川県 坂出市加茂町628-6 http://www.kbn.ne.jp/home/neuronis/grand/

571 和泉潤税理士事務所
その他のサービ
ス業

香川県 高松市松島町3丁目11-31

572 AMR綺麗処　艶女
その他のサービ
ス業

香川県 丸亀市垂水町3330-15 http://www.amr-3stars.com

573
シコク環境ビジネス株式
会社

その他のサービ
ス業

香川県 丸亀市垂水町5番地4 http://kankyou.shikoku.co.jp/

574 株式会社セキヤ
その他のサービ
ス業

香川県 高松市春日町705-1 http://www.sekiya.ne.jp

575 株式会社Ｓ．ＥＬＥＣＴ
その他のサービ
ス業

香川県 高松市六条町264-1

576
高松兵庫町商店街振興組
合

その他のサービ
ス業

香川県 高松市兵庫町1番地15　3F http://www.hyougomachi.com

577 Dione宇多津店
その他のサービ
ス業

香川県
綾歌郡宇多津町浜六番丁
89-2

http://www.datsumousalon-dione.jp/



578 株式会社白洋舍
その他のサービ
ス業

香川県 高松市郷東町135-1 http://www.hakuyosha-gp.co.jp/

579 株式会社三好エレベータ
その他のサービ
ス業

香川県 高松市中央町15-2 http://www.miyoshi-elevator.co.jp

580
有限会社村川計算セン
ター

その他のサービ
ス業

香川県 高松市亀岡町2-17

581 有限会社ヨシハラボデー
その他のサービ
ス業

香川県 高松市池田町下代60-3 http://yoshihara-body.jp

582 若松繊維株式会社
その他のサービ
ス業

香川県 木田郡三木町田中124-1 http://www.wakamatsu-tex.com

583
株式会社高松産業廃棄物
センター

その他のサービ
ス業

香川県 高松市下田井町406-12

584 有限会社ミナト製作所 製造業 香川県 高松市茜町2‐33 http://www.minatoss.com/

585 有限会社高島産業 農業・林業 香川県
高松市香川町川東上379番
地

http://www.t-egg.com

586 株式会社えびす石材土木
鉱業・採石業・
砂利採取業

香川県 高松市牟礼町牟礼1059

587 株式会社アトムアソート 建設業 香川県 高松市伏石町2119番地5 http://www.atom47.com

588 有限会社伊賀タイル工業 建設業 香川県 高松市木太町2659-14
589 井上商環境設計株式会社 建設業 香川県 高松市木太町2014番地7 http://www.icsp90.com
590 株式会社エイシン 建設業 香川県 高松市檀紙町2100-5

591
株式会社エムケーインデ
クト

建設業 香川県
木田郡三木町大字池戸甲
639-1

592 関西建装株式会社 建設業 香川県 高松市三谷町2447-2
593 香南電機株式会社 建設業 香川県 高松市六条町159番地
594 後藤設備工業株式会社 建設業 香川県 高松市香西東町645番地1 http://www.csgsk.co.jp
595 株式会社小林鉄工所 建設業 香川県 善通寺市善通寺町1971の2
596 株式会社三渓設備 建設業 香川県 高松市三谷町2661番地3 http://www.k-sankei.com/

597
四国メインテナンス株式
会社

建設業 香川県 高松市仏生山町甲381

598 積和建設四国株式会社 建設業 香川県 綾歌郡綾川町滝宮214-1 http://sekiwakensetsu.com

599 大栄設計 建設業 香川県
さぬき市志度1045-3　大栄
ビル204号

600 武田建設株式会社 建設業 香川県
木田郡三木町大字井上3000
番地45

http://www.takeda-coｎst.co.jp/

601 株式会社タニモト 建設業 香川県 高松市御厩町156-1

602 玉藻塗装株式会社 建設業 香川県
高松市福岡町2丁目29番28
号

603 日東河川工業株式会社 建設業 香川県 高松市中央町5番3号 http://www.nittokasen.co.jp

604
パワーホーム香川株式会
社

建設業 香川県 高松市多肥上町1292番地1

605 有限会社前川通信工業 建設業 香川県 高松市木太町608番地104 http://www.maekawa-tsushin.com

606 有限会社真部総合建築 建設業 香川県
観音寺市大野原町大野原
5334-2

http://manabe-sk.com

607 有限会社矢野電気工事 建設業 香川県 高松市香川町大野1171-10
608 株式会社ユメックス 建設業 香川県 高松市林町2537番地10 http://www.yumex-g.co.jp/

609 株式会社ワークサービス 建設業 香川県 高松市東ハゼ町881-1

610
アオイ電子株式会社観音
寺工場

製造業 香川県 観音寺市吉岡町262番地 http://www.aoi-electronics.co.jp

611 株式会社安岐水産 製造業 香川県
さぬき市津田町津田1402-
23

http://www.aki-mp.co.jp

612 株式会社ウチダ 製造業 香川県 丸亀市垂水町3001番地の2 http://www.uchida-co2.com/

613 株式会社EBiSU 製造業 香川県 高松市庵治町6390-57

614
株式会社エム・イ・テッ
ク

製造業 香川県 綾歌郡綾川町陶2892番地1 http://www.me-tec.co.jp

615 有限会社岡本石材 製造業 香川県 高松市牟礼町牟礼2510-5 http://okamoto-sekizai.com

616 有限会社金崎建具店 製造業 香川県
仲多度郡多度津町大字三井
688番地3

617 有限会社川北縫製 製造業 香川県
さぬき市大川町田面98番地
2

http://www.e-t-shirts.co.jp

618
株式会社関西マシン・
キー工業所

製造業 香川県
仲多度郡まんのう町吉野下
108番地第1

http://www.shokokai.or.jp/37/3740610019/index.htm

619 有限会社キョウリツ 製造業 香川県 綾歌郡綾川町枌所東1495 http://www.h5.dion.ne.jp/~kyoritsu/

620 協和産業株式会社 製造業 香川県 高松市屋島西町1958-2 http://kyowa-s.co.jp/



621 株式会社キョーワ 製造業 香川県 三豊市豊中町岡本1207番地 http://www.cookmasato.com/

622 株式会社キングフーズ 製造業 香川県
さぬき市津田町津田1402-
23

http://www.king-foods.com

623 くらふと風船葛 製造業 香川県 高松市庵治町1861-1 http://www.fusenkazura.com

624 株式会社幸洋製作所 製造業 香川県 高松市仏生山町甲1951番地
625 有限会社小林工業所 製造業 香川県 木田郡三木町池戸2020番地 http://kobayashi-pla.com/company.html

626 株式会社さぬき麺心 製造業 香川県 坂出市林田町4285-323
627 三栄産業株式会社 製造業 香川県 丸亀市金倉町1115 http://www.saneisangyo.co.jp

628 讃光工業株式会社 製造業 香川県 さぬき市長尾西877番地 http://www.sanko-scl.co.jp

629 昭和電装株式会社 製造業 香川県 高松市寺井町1079 http://showadenso.co.jp/

630 株式会社スマイル 製造業 香川県 高松市香南町西庄2035番地 http://www.smile-world.co.jp

631 株式会社成光社 製造業 香川県 高松市朝日町5丁目14-2 http://www.seiko-sha.co.jp/

632 大成薬品工業株式会社 製造業 香川県 観音寺市豊浜町箕浦2518-2

633
株式会社田井タップ製作
所

製造業 香川県
三豊市豊中町笠田笠岡2番
地の46

634 株式会社太陽社 製造業 香川県 高松市朝日町5-4-11 http://taiyosha-p.jp/
635 泰和株式会社坂出工場 製造業 香川県 坂出市昭和町2丁目2-1 http://www.taiwa-sakaide.co.jp

636 株式会社高畑精麦 製造業 香川県 善通寺市吉原町2392-1 http://takabatake.co.jp

637 谷口鉄工有限会社 製造業 香川県
木田郡三木町大字井上791
番地

638 有限会社たも屋 製造業 香川県 高松市春日町1408-4 http://www.tamoya.com

639 有限会社ツチヤワークス 製造業 香川県 高松市塩上町3-6-4 http://www.tsuchiya-works.jp/

640 有限会社筒井製菓 製造業 香川県 高松市多肥上町1706 http://mamegashiya.com

641 株式会社都村製作所 製造業 香川県
仲多度郡琴平町榎井590番
地

http://www.tsumura-f.co.jp

642 株式会社TK 製造業 香川県 高松市今里町1丁目19-21
643 中野産業株式会社 製造業 香川県 高松市朝日新町33-25 http://www.w-sorghum.com

644 株式会社長峰製作所 製造業 香川県
仲多度郡まんのう町岸上
1725-26

http://www.nagamine-manu.co.jp

645 西日本パック株式会社 製造業 香川県
観音寺市大野原町丸井817
番地27

http://www.nishi-pack.co.jp

646 株式会社蓮井鉄工 製造業 香川県 さぬき市津田町津田75番地
647 有限会社林木工 製造業 香川県 高松市築地町3-4

648
有限会社ファイトロニク
ス

製造業 香川県 高松市太田下町1877番地3 http://www.phytronix.co.jp/

649 株式会社フクシン 製造業 香川県 東かがわ市白鳥78-1 http://www.fukushin.co.jp/

650 株式会社藤井製麺 製造業 香川県 木田郡三木町下高岡2575-6 http://www.fujimen.com
651 株式会社富士カガク 製造業 香川県 高松市生島町479番地 http://www.kk-fujikagaku.co.jp/

652 株式会社フジコー 製造業 香川県 丸亀市川西町南甲284-2 http://www.fujiko.jp/corporate/outline.html

653 株式会社マキタ 製造業 香川県 高松市朝日町4丁目1-1 http://www.makita-corp.com

654 株式会社増田鐵工所 製造業 香川県 丸亀市川西町南270 http://www.masuda-iw.co.jp

655 マルカ食品株式会社 製造業 香川県 坂出市林田町4265-10 http://www.maruka-foods.co.jp

656 丸剛産業株式会社 製造業 香川県
仲多度郡まんのう町長尾
771-6

657 株式会社マルモ印刷 製造業 香川県
三豊市豊中町笠田笠岡
3915-5

http://www.marumo-print.co.jp

658 有限会社みずほ 製造業 香川県
丸亀市土器町西2丁目219番
地

659 株式会社稔石材 製造業 香川県 高松市庵治町6388-44
660 株式会社ミモト 製造業 香川県 坂出市沖の浜1番136 http://www.mimoto-kagawa.co.jp/

661 株式会社麺棒 製造業 香川県 善通寺市中村町1003-1 http://www.menbou.co.jp/

662 株式会社八栗 製造業 香川県 高松市春日町1638-1 http://www.yakuri.com
663 保井鋼業有限会社 製造業 香川県 木田郡三木町井上718-4

664
株式会社ヤマガタファス
テム

製造業 香川県
仲多度郡まんのう町佐文
779-6

http://www.yamagata-group.co.jp

665 有限会社山下畳商店 製造業 香川県
高松市国分寺町新居1649番
地5

http://www.love-tatamilife.com/

666 山城金属株式会社 製造業 香川県 丸亀市綾歌町岡田上1785 http://www.yama-shiro.co.jp/

667 株式会社ユーミック 製造業 香川県 高松市新田町甲91-1 http://www.u-mic.co.jp
668 株式会社夢菓房たから 製造業 香川県 高松市春日町214 http://e-takara.jp
669 ヨシタク株式会社 製造業 香川県 坂出市西大浜北4-2-15
670 吉原食糧株式会社 製造業 香川県 坂出市林田町4285-152 http://www.flour-net.com

671
株式会社レクザム電子四
国

製造業 香川県 丸亀市川西町北2222



672 レフ・マツムラ株式会社 製造業 香川県 東かがわ市帰来469

673 株式会社ワイケーエス 製造業 香川県
仲多度郡多度津町山階300
番地

http://www.yks-od.co.jp/

674
株式会社アール・シー・
エス

情報通信業 香川県 高松市錦町2丁目2-17 http://www.c-rcs.jp

675 株式会社求人タイムス社 情報通信業 香川県 観音寺市本大町1541-3 http://www.kyujin-times.net/

676
株式会社コヤマ・システ
ム

情報通信業 香川県 高松市林町2545番地3 http://kym-sys.co.jp

677 株式会社ロジック 情報通信業 香川県 高松市新田町甲2190番地3 http://www.kk-logic.com/

678 大川自動車株式会社 運輸業 香川県 さぬき市長尾西1061番地 http://www.okawabus.com

679 東交バス株式会社 運輸業 香川県 高松市朝日新町32番10号 http://www.toko-bus.jp
680 天野商事株式会社 卸売・小売業 香川県 丸亀市西平山町14-1 http://amano-syouji.co.jp/

681 株式会社一誠社 卸売・小売業 香川県 高松市田村町360番地 http://isseisha.co.jp
682 株式会社N.D.C.Japan 卸売・小売業 香川県 高松市番町1丁目6番6号 http://www.ndcjapan.jp/

683 株式会社EVER　SHINING 卸売・小売業 香川県 高松市伏石町2048-6
684 株式会社オンリー・ワン 卸売・小売業 香川県 高松市牟礼町原1601番地3 http://onlyone-kagawa.com/about

685 株式会社家具家 卸売・小売業 香川県 高松市三条町113番地1 http://kaguya.co.jp

686 株式会社カシュ・カシュ 卸売・小売業 香川県
高松市国分寺町福家甲
4099-2

687 株式会社紙の杉山 卸売・小売業 香川県 高松市春日町1606 http://www.kaminosugiyama.jp/

688 有限会社かりん薬局 卸売・小売業 香川県 丸亀市郡家町242-3
689 株式会社きさらぎ 卸売・小売業 香川県 丸亀市飯山町東坂元107-3 http://www.kisaragi.co.jp

690 株式会社きむら 卸売・小売業 香川県 高松市太田上町1090-1 http://www.skimura.jp
691 有限会社キャット 卸売・小売業 香川県 高松市一宮町1591-3 http://www.i-cat.co.jp
692 久米加株式会社 卸売・小売業 香川県 高松市北浜町6-10 http://www.kumeka.jp
693 株式会社香西物産 卸売・小売業 香川県 さぬき市鴨庄4374-44 http://kouzai-bussan.jp/

694 株式会社コトグリーン 卸売・小売業 香川県 高松市瀬戸内町43-15

695
コマツ建機販売株式会社
四国カンパニー

卸売・小売業 香川県 坂出市西庄町1255-1 http://www.komatsu-kenki.co.jp/

696 有限会社佐久間 卸売・小売業 香川県 丸亀市土器町西5-545 http://www12.plala.or.jp/sakuma-shidashi

697 有限会社三陽自動車 卸売・小売業 香川県
善通寺市上吉田町六丁目3
番5号

698
株式会社四国にぎわい
ネットワーク道の駅　源
平の里　むれ

卸売・小売業 香川県 高松市朝日新町32－10 http://www.genpei-mure.com

699 四国物産株式会社 卸売・小売業 香川県
観音寺市昭和町二丁目4番5
号

http://www.shikokubussan.co.jp

700 ダートコーヒー株式会社 卸売・小売業 香川県
高松市国分寺町福家甲1268
番地17

http://www.shikoku-dart.com/

701 高橋石油株式会社 卸売・小売業 香川県 高松市三条町50番地3 http://www.takahashi-energie.com

702 株式会社多田文房堂 卸売・小売業 香川県 高松市末広町7-16 http://www.tada-b.co.jp
703 株式会社ときわ 卸売・小売業 香川県 丸亀市川西町南808-2
704 株式会社戸田機工商会 卸売・小売業 香川県 高松市木太町1858-1 http://todakikou.sakura.ne.jp/

705 日渉塗料株式会社 卸売・小売業 香川県 高松市朝日新町7-2 http://www.nisshot.co.jp

706 有限会社花工房 卸売・小売業 香川県 坂出市中央町6-1 http://www.flowergarden-hanakoubou.com

707 株式会社久本酒店 卸売・小売業 香川県 高松市上天神町768番地2 http://www.hisamoto.co.jp/

708 株式会社福岡商会 卸売・小売業 香川県 丸亀市綾歌町栗熊西1804 http://fukuokasyokai.com/

709 株式会社フジプラン 卸売・小売業 香川県 高松市国分寺町新名760-1 http://fj-plan.com

710
株式会社プランニングオ
フィス里映

卸売・小売業 香川県 坂出市元町1丁目4番13号 http://www.po-r.jp/

711 株式会社ブロス高松 卸売・小売業 香川県 高松市田村町176-1 http://bross-web.com
712 株式会社松浦唐立軒 卸売・小売業 香川県 高松市松並町1009-4 http://www.matsuura.net

713
株式会社マルヨシセン
ター

卸売・小売業 香川県 高松市国分寺町国分367-1 http://ww2.maruyoshi-center.co.jp/

714 株式会社ミセス花子 卸売・小売業 香川県 高松市香西本町152-5 http://mrs-hanako.com
715 有限会社メタルテック 卸売・小売業 香川県 高松市檀紙町2173-1 http://www.metaltecltd.jp/index.html

716 株式会社ヤマウチ 卸売・小売業 香川県 高松市田村町397 http://www.y-grp.com

717
有限会社林総合保険事務
所

金融・保険業 香川県
丸亀市土器町西五丁目58番
地

718 株式会社毘沙門天商事 金融・保険業 香川県 高松市屋島西町1879番地10
719 株式会社イーエスエス 不動産業 香川県 高松市藤塚町3丁目7-15
720 小西不動産株式会社 不動産業 香川県 観音寺市柞田町甲55-1 http://www.konishi2103.com

721 たいよう不動産 不動産業 香川県
丸亀市土器町東4丁目851番
地

http://www.taiyo-kagawa.com/



722 NOAH INVESTORS株式会社 不動産業 香川県 高松市多肥上町758-8

723
青葉工業株式会社　高松
営業所

専門・技術サー
ビス業

香川県 高松市桜町1丁目17番3号 http://www.aobacorp.com/

724
あかり社会保険労務士法
人

専門・技術サー
ビス業

香川県 高松市松縄町1075番地31 http://sr-akari.com

725
株式会社穴吹カレッジ
サービス　高松支店

専門・技術サー
ビス業

香川県 高松市西内町5-11-3F http://www.anabuki.gr.jp

726
大前社会保険労務士事務
所

専門・技術サー
ビス業

香川県
仲多度郡多度津町奥白方
1434-8

727 尾原慎也税理士事務所
専門・技術サー
ビス業

香川県
高松市林町2217-15　香川
産業頭脳化ｾﾝﾀｰ309

http://zeirishi-ohara.tkcnf.com

728 くるま屋　宮﨑
専門・技術サー
ビス業

香川県 さぬき市津田町鶴羽1561

729 齋藤千草税理士事務所
専門・技術サー
ビス業

香川県 高松市松島町2丁目18-10

730 里坊会計事務所
専門・技術サー
ビス業

香川県 高松市観光通り1-1-16

731
サンヨー自動車工業株式
会社

専門・技術サー
ビス業

香川県 高松市福岡町2丁目17-4

732 株式会社Jink hair
専門・技術サー
ビス業

香川県 坂出市江尻町新開1158-2 http://www.jinkhair.com/

733 有限会社新町自動車商会
専門・技術サー
ビス業

香川県
さぬき市津田町津田1611番
地4

734 有限会社末沢写真館
専門・技術サー
ビス業

香川県 坂出市元町1-9-7 http://www.cocon88.com/

735 税理士西渕正義事務所
専門・技術サー
ビス業

香川県 高松市林町1509番地 http://www.nishibuchi.com

736 株式会社タカネ設計
専門・技術サー
ビス業

香川県 高松市松並町968番地5 http://www.a-takane.biz

737
株式会社東洋コンサルタ
ント

専門・技術サー
ビス業

香川県 高松市出作町556番地6 http://www.toyo-cc.co.jp/company.html

738
株式会社　dolce　
enterprise

専門・技術サー
ビス業

香川県 丸亀市今津町725-1

739
仲井京子社会保険労務士
事務所

専門・技術サー
ビス業

香川県 高松市東山崎町276-5 http://www.e-team.jp

740 中山正文税理士事務所
専門・技術サー
ビス業

香川県 高松市八坂町1-4 http://www.nakayamakaikei.com/

741 樋口卓也税理士事務所
専門・技術サー
ビス業

香川県 高松市今里町2丁目11-2

742
有限会社美容室ルーデン
ス

専門・技術サー
ビス業

香川県 丸亀市垂水町3330-15 http://www.amr-3stars.com

743 有限会社舞楽
専門・技術サー
ビス業

香川県 高松市東山崎町1098 http://www.shinmeiden.co.jp

744 前田等建築設計事務所
専門・技術サー
ビス業

香川県 さぬき市志度418-11 http://www.abc-co.net

745 株式会社岬産業
専門・技術サー
ビス業

香川県
高松市林町2217-15　香川
産業頭脳化ｾﾝﾀｰﾋﾞﾙ303

http://kk-misaki.jp

746 宮武税理士事務所
専門・技術サー
ビス業

香川県 高松市林町2570-11

747
介護付有料老人ホーム　
メイプルの杜

専門・技術サー
ビス業

香川県 高松市香川町大野998-1

748
株式会社四航コンサルタ
ント

専門・技術サー
ビス業

香川県 高松市上福岡町2057番地6 http://www.sairs.co.jp/

749 株式会社REVIVAL
専門・技術サー
ビス業

香川県
さぬき市大川町富田西1333
番地1

http://www.e-revival.com

750
あじ温泉庵治観光ホテル　
海のやどり

飲食店・宿泊業 香川県 高松市庵治町5494番地 http://www.ajiuminoyadori.com/

751 株式会社ウイズダム 飲食店・宿泊業 香川県 高松市元山町580-1
752 オークラホテル株式会社 飲食店・宿泊業 香川県 丸亀市富士見町3-3-50 http://www.okurahotel.co.jp

753 株式会社クルー 飲食店・宿泊業 香川県 善通寺市金蔵寺町787-1 http://www.crew-co.net/foodcompany/company.html

754 株式会社瀬戸内ステイ 飲食店・宿泊業 香川県 高松市北浜町4番地14号 http://www.kitahama-sumiyoshi.com

755 株式会社ディアー 飲食店・宿泊業 香川県
善通寺市善通寺町2丁目8番
20号

http://dear2.com

756 株式会社なかむら 飲食店・宿泊業 香川県 高松市香川町大野444-14



757
株式会社ユメックスフー
ドサービス

飲食店・宿泊業 香川県 高松市林町2537番地10

758 有限会社栗林山荘 飲食店・宿泊業 香川県 高松市宮脇町2丁目31-27 http://ritsurin-sansou.co.jp/

759 有限会社アロマ
生活関連サービ
ス・娯楽業

香川県 高松市一宮町230-4 http://www.aroma-hp.jp/

760 株式会社エスワン
生活関連サービ
ス・娯楽業

香川県 高松市木太町2339-1 http://shimizu-hair.com

761
香川県理容生活衛生同業
組合

生活関連サービ
ス・娯楽業

香川県 高松市塩上町2-5-22 http://kagawa-riyo.main.jp/kagawabbweb/

762 株式会社クエスト
生活関連サービ
ス・娯楽業

香川県 高松市太田下町3023-12 http://www.quest-co.net/

763
新日本ツーリスト株式会
社

生活関連サービ
ス・娯楽業

香川県
高松市朝日町5-4-18　ボイ
スビル1F

http://www.sn-t.com

764 株式会社たまや
生活関連サービ
ス・娯楽業

香川県 高松市松島町2丁目6-1

765 有限会社茉莉華
生活関連サービ
ス・娯楽業

香川県 高松市松島町2丁目7-39 http://www.matsurica.jp/

766 有限会社みやこ美容室
生活関連サービ
ス・娯楽業

香川県 丸亀市郡家町1817-1 http://a-zoor.com

767 株式会社rohas　company
生活関連サービ
ス・娯楽業

香川県
高松市木太町3375-19　河
内ﾋﾞﾙ101

http://www.rohas-company.com/index.html

768 有限会社小野塾
教育・学習支援
業

香川県 丸亀市田村町76番地の7

769 学校法人高松高等予備校
教育・学習支援
業

香川県 高松市観光町547-1 http://www.takayobi.com

770 株式会社Bisous
教育・学習支援
業

香川県 高松市伏石町2078番地1 http://www.kagawa-study.com/

771
株式会社あい介護サービ
ス

医療・福祉 香川県 高松市一宮町1760番地2 http://i-groups.co.jp

772 いきいき整骨院・鍼灸院 医療・福祉 香川県 高松市栗林町2-18-21 http://ikiiki-bone.com/

773
有限会社Ａ・Ｍプランニ
ング

医療・福祉 香川県 高松市多肥上町1932-3 http://ｙgc.am-planning.net

774
社会福祉法人香川県手を
つなぐ育成会

医療・福祉 香川県 高松市勅使町398-18

775
医療法人社団光風会　三
光病院

医療・福祉 香川県 高松市牟礼町原883番地1 http://www.sanko-hp.com/

776
株式会社cocoti　障害福
祉サービス事業所ムック

医療・福祉 香川県
高松市円座町615番地2　オ
フイス1

http://cocoti.iinaa.net/

777 医療法人社団五色会 医療・福祉 香川県 坂出市加茂町963 http://goshikidai.or.jp

778
社会福祉法人さぬき　特
別養護老人ホーム玉藻荘

医療・福祉 香川県 高松市北浜町7-10 http://www.sanuki-sha.or.jp/tamamo/index.html

779 医療法人社団三愛会 医療・福祉 香川県 丸亀市柞原町366 http://www.mifune-hp.jp

780 株式会社Sante 医療・福祉 香川県 丸亀市飯野町東分683番地1 http://sante-corp.com

781
株式会社シニアライフア
シスト

医療・福祉 香川県 高松市福岡町四丁目28-27 http://www.royalcare.jp

782
医療法人社団　純心会　
介護老人保健施設　ハー
トフル　ねんりん荘

医療・福祉 香川県 善通寺市中村町851-1 www.junshinkai.com

783 社会福祉法人松寿会 医療・福祉 香川県 坂出市大屋冨町3100番地13

784 多度津ゼッケイ整骨院 医療・福祉 香川県
仲多度郡多度津町北鴨2-
10-1

http://tadotu-zekkei.com/

785
医療法人社団谷本内科医
院

医療・福祉 香川県 高松市香川町大野997-3 http://www.tanimoto-c.or.jp

786 有限会社ツイン 医療・福祉 香川県 高松市昭和町2-16-7

787
社会福祉法人　東光福祉
会

医療・福祉 香川県 高松市十川東町556-1 http://www.ans.co.jp/n/ksumire/

788 株式会社西岡総合企画 医療・福祉 香川県 さぬき市志度4559-12
789 有限会社火の鳥四国 医療・福祉 香川県 高松市元山町1164-8

790 ひろおか接骨院 医療・福祉 香川県
丸亀市飯山町東坂元118-7　
尾崎ビル1階

http://hirooka-peach.com/

791
特定非営利活動法人ほっ
と支援キラキラ

医療・福祉 香川県 高松市庵治町6391-77

792
社会福祉法人やまびこ会　
Do　やまびこ

医療・福祉 香川県 高松市田村町1010番地



793 株式会社ルピナス 医療・福祉 香川県 高松市林町2559番地6

794
社会福祉法人ルボア　介
護老人保健施設サンライ
ズ屋島

医療・福祉 香川県 高松市新田町甲2723-2 http://www.netwave.or.jp/~rise/

795 合同会社ロベリア 医療・福祉 香川県 高松市小村町583-1

796 株式会社Yｓ健康科学 医療・福祉 香川県
高松市塩上町10-5　池商は
せ川ビル2階

797 株式会社リバフィルド
複合サービス事
業（郵便局・農
業協同組合等）

香川県 善通寺市木徳町1012-1

798
アビリティーセンター株
式会社　高松オフィス

その他のサービ
ス業

香川県 高松市田町11番5号 http://www.abi.co.jp/

799 株式会社ウエイ企画
その他のサービ
ス業

香川県 高松市塩上町7番地2 http://www.network-way.com

800 株式会社エーエス
その他のサービ
ス業

香川県 善通寺市生野町271-3

801
エフエム高松コミュニ
ティ放送株式会社

その他のサービ
ス業

香川県 高松市常盤町1丁目6番9号 http://www.fm815.com

802
株式会社ＯＡ・システム
シャープ

その他のサービ
ス業

香川県 高松市室新町3-7 http://www.oasharp.co.jp/

803 香川県中小企業家同友会
その他のサービ
ス業

香川県
高松市林町2217-15　香川
産業頭脳化ｾﾝﾀｰ　403号

http://www.kagawa-doyukai.com

804
株式会社ＣＵＲＥ．Ｚ
（キュア）

その他のサービ
ス業

香川県 丸亀市郡家町2769-1-902号 http://www.yuyuin.com

805 有限会社協同回収
その他のサービ
ス業

香川県 三豊市高瀬町比地中353-6 http://www.9410.co.jp

806
公益社団法人セカンドハ
ンド

その他のサービ
ス業

香川県 高松市観光通1-1-18 http://2nd-hand.main.jp/

807
株式会社コーエイコン
ピューターシステム

その他のサービ
ス業

香川県 坂出市旭町一丁目1番27号 http://www.tera-net.co.jp/koei

808 讃岐リース株式会社
その他のサービ
ス業

香川県 高松市三名町568番地1 http://www.sanuki-l.jp/

809
サントラベラーズサービ
ス有限会社

その他のサービ
ス業

香川県 丸亀市柞原町333-1 http://suntravel.cc

810
四国プランニング株式会
社

その他のサービ
ス業

香川県 高松市中央町15-14 http://sikoku-plan.com

811
社会保険労務士事務所　
C&C

その他のサービ
ス業

香川県 高松市上天神町403-4

812 株式会社塵芥センター
その他のサービ
ス業

香川県 高松市一宮町1686番地6 http://www.jinkaicenter.co.jp

813 大和警備保障株式会社
その他のサービ
ス業

香川県 高松市室新町2番地5

814
高松丸亀町商店街振興組
合

その他のサービ
ス業

香川県 高松市丸亀町13番地2　4F http://www.kame3.jp

815
高松南新町商店街振興組
合

その他のサービ
ス業

香川県
高松市亀井町8番地1　統知
ﾋﾞﾙ6F

http://www.ms-machi.com

816
鶴見社会保険労務士事務
所

その他のサービ
ス業

香川県 高松市鶴市町745-4 http://tsurumijimusho.com/

817
南里社会保険労務士事務
所

その他のサービ
ス業

香川県 三豊市三野町吉津甲990-1

818 株式会社ノビーム
その他のサービ
ス業

香川県
高松市香川町川東上1774-
2-102

819
パーソンフォーチュン合
同会社

その他のサービ
ス業

香川県
高松市亀井町8-11　803号
室

820 株式会社メック
その他のサービ
ス業

香川県 善通寺市原田町1442番地2 http://www.mec-j.co.jp/index.html

821
吉井社会保険労務士・行
政書士事務所

その他のサービ
ス業

香川県
高松市林町2217-15　香川
産業頭脳化ｾﾝﾀｰ312号

http://yoshii-office.jp/

822 株式会社リソーシズ
その他のサービ
ス業

香川県 高松市室町1907番地36 http://www.resources-japan.com/

823 医療法人社団健愛会 医療・福祉 香川県 高松市香川町大野459-5 http://www.akiyama-clinic.com

824
株式会社高松ホットスタ
ンプ

製造業 香川県 木田郡三木町井上3098-55 http://www.thsnet.co.jp

825 ずゞや株式会社 卸売・小売業 香川県 高松市東ハゼ町13-1 http://www.zuzuya.co.jp



826 Herbio
生活関連サービ
ス・娯楽業

香川県
高松市今里町2-30-17ド
ミール松縄1階西

http://www.herbio.jp/index.html

827 合同会社sugar
生活関連サービ
ス・娯楽業

香川県 高松市桜町2‐15‐41 http://sugar-inc-bitter.com/

828
株式会社光華生活改善研
究所

医療・福祉 香川県
高松市伏石町2103-21　
KOHKAビル3F

http://s-kohka.jp/hikarinohana/

829 社会福祉法人　浩福会 医療・福祉 香川県 丸亀市飯山町川原185-1

830
株式会社メディフィット
プラス

医療・福祉 香川県 仲多度郡多度津西白方443

831
社会福祉法人ネットファ
ミリー

医療・福祉 香川県 高知県高知市介良乙883-2 http://www.netfamily.jp/

832 扶桑興産株式会社 建設業 香川県
綾歌郡宇多津町浜八番丁
134-7

http://www.fusokosan.co.jp/company/

833 ルボア株式会社 製造業 香川県 東かがわ市松原1097-3 http://www.ruboa.com/company.htm

834 太陽印刷株式会社 製造業 香川県
木田郡三木町大字井上2837
番地3

http://www.taiyo-insatsu.co.jp

835 株式会社七星食品 製造業 香川県 さぬき市寒川町石田西721 http://www.shichisei.co.jp/

836 あしあとみらい研究所
その他のサービ
ス業

香川県 綾歌郡綾川町滝宮751番地6 http://www.ashimira.jp

837
株式会社キャリアステー
ション

その他のサービ
ス業

香川県
高松市天神前1番28号　ﾒ
ﾃﾞｨｱｽﾃｰｼｮﾝﾋﾞﾙ

http://www.cast.ne.jp/

838 花園特殊車輌株式会社
その他のサービ
ス業

香川県 高松市春日町1709-6 http://www.hana-toku.co.jp/

839
株式会社ソアテックアビ
リティセンター

その他のサービ
ス業

香川県 高松市春日町1709-6 http://www.soatec.com/ability-inc

840
特定非営利活動法人アイ
ルコート

医療・福祉 香川県 高松市十川西町1304番地2

841 ことでんバス株式会社 運輸業 香川県 高松市旭町丁目1番63号 http://www.kotoden.co.jp/

842 サンショク合同会社 卸売・小売業 香川県 高松市牟礼町原1601-3 http://www.sanshoku.net

843 ナベプロセス株式会社 製造業 香川県 高松市木太町2477-1 http://www.nabeprocess.co.jp

844
株式会社アチーヴ・コン
サルティング

専門・技術サー
ビス業

香川県
高松市大工町5-1　松本ﾋﾞﾙ
3F

http://achieve-cg.jp

845
ゴールドエイド社会保険
労務士事務所

専門・技術サー
ビス業

香川県
高松市松縄町1133-8　スプ
リームビル101号

846
社会保険労務士法人　ア
チーヴ

専門・技術サー
ビス業

香川県
高松市大工町5-1　松本ﾋﾞﾙ
3F

http://achieve-cg.jp

847
協同組合ハイウェイシス
テム

複合サービス事
業（郵便局・農
業協同組合等）

香川県 高松市春日町1709-6 http://www.shs.or.jp

848
協同組合コーポレートハ
イウェイ

複合サービス事
業（郵便局・農
業協同組合等）

香川県 高松市春日町1709-6 http://www.chw.or.jp

849 有限会社乃上保温興業所 建設業 香川県 高松市峰山町1838-1
850 有限会社大三スチール 製造業 香川県 丸亀市垂水町986番地１ http://www.daisan-steel.co.jp/

851 ツバメ工業株式会社 製造業 香川県
観音寺市大野原町丸井817-
7

http://www.8441.jp/

852 株式会社新冥王
その他のサービ
ス業

香川県
高松市香川町川内原574番
地87

http://www.shinmeio.jp/

853 株式会社ママズ 建設業 香川県 高松市下田井町573‐1 http://mamas-mamas.net/

854 瀬戸内讃岐工房株式会社 製造業 香川県 善通寺市善通寺町3221 http://seimenya.com/
855 株式会社ササハラ 卸売業、小売業 香川県 高松市郷東町796‐41 http://www.e-029.jp/
856 三有研器株式会社 卸売業、小売業 香川県 高松市多賀町3丁目5番2号 http://sanyukenki.com/

857 四国厨房器製造株式会社 製造業 香川県 高松市勅使町708 http://www.yontyu.jp/

858 ホワイト印刷株式会社 製造業 香川県 さぬき市鴨部4431‐6

859 株式会社プロバトン
その他のサービ
ス業

香川県 丸亀市通町139‐1 http://maroota.net/pre/

860
株式会社植木センター広
瀬

建設業 香川県 高松市前田西町20-4

861 株式会社kagamihara 建設業 香川県 高松市三谷町4870-1 http://www.kagamihara.co.jp/

862 株式会社ツヅキ 製造業 香川県 高松市郷東町587番地180 http://tsuduki.co.jp/

863 室内楽
生活関連サービ
ス・娯楽業

香川県 さぬき市鴨庄3800-6 http://www.s-raku.com/

864 手打うどん　まつばら 飲食店・宿泊業 香川県 高松市寺井町1015
865 福田手袋株式会社 製造業 香川県 東かがわ市引田2883 http://www.fukudaglove.com/



866 宇和海真珠　株式会社 卸売・小売業 愛媛県 宇和島市和霊町中町2-3-20 http://www.uwakaishinju.co.jp/

867
株式会社　むらかみ　グ
ループホーム　やまと

医療・福祉 愛媛県 大洲市長浜町下須戒13-8

868
有限会社　ＭＳＫ　ｓｔ
ｕｄｉｏ

建設業 愛媛県 西予市宇和町永長1604-1

869
一般社団法人　日本ワー
クライフデザイン協会

その他のサービ
ス業

愛媛県
松山市大手町1-13-12　
チェリー大手町ビル403号

http://www.jwla.jp

870 有限会社　福山製パン所 製造業 愛媛県 大洲市東大洲986-1

871
ＴＯＴＡＬ　ＢＥＡＵＴ
Ｙ　ＳＡＬＯＮ　ＲＩＮ
ＡＳＣＥＲＥ

生活関連サービ
ス・娯楽業

愛媛県
松山市畑寺3-6-16　ＫＢ
コート202

http://rinascere.jp

872
ｓｈｉｎｋ　ｈａｉｒ　
ｓｈｏｐ

生活関連サービ
ス・娯楽業

愛媛県 松山市南江戸5-15-30

873 合同会社　オフィスＡ 飲食店・宿泊業 愛媛県 松山市南江戸5-15-30
874 株式会社　川下建設 建設業 愛媛県 西条市新田215-1 http://www.kawashita.co.jp

875
有限会社　ジーバード愛
媛

その他のサービ
ス業

愛媛県 松山市空港通5-10-4

876 株式会社　ライフベース 建設業 愛媛県 松山市中野町甲177-4 http://www.lifebase.co.jp

877 有限会社　モンド 製造業 愛媛県 松山市大可賀1-4-5

878 ＢＯＤＹ＋　千舟町店
生活関連サービ
ス・娯楽業

愛媛県
松山市千舟町3-2-1　三田
ビル2Ｆ

879
株式会社　建装アド・
エージェンシー

専門・技術サー
ビス業

愛媛県 松山市三番町7-13-6 http://www.kensoad.co.jp

880 株式会社　愛恵 医療・福祉 愛媛県 松山市南梅本町甲1147-17

881
ブリリアントアース株式
会社

卸売・小売業 愛媛県
松山市小坂3-1-3　ポニー
ビル1Ｆ

http://brilliant-eaeth.co.jp

882 株式会社　ｅ－ＫＣ 情報通信業 愛媛県
松山市一番町1-8-1　武智
ビル1Ｆ

http://kc-support.com

883 有限会社　花 医療・福祉 愛媛県 松山市西長戸258-3
884 ステディコム 不動産業 愛媛県 松山市北久米町462-1 http://www.steadycom.net/

885 向陽建設　株式会社 建設業 愛媛県 松山市来住町1070-3 http://koyo-kk.com
886 有限会社　和みの会 医療・福祉 愛媛県 大洲市新谷乙917-1

887 有限会社　上田電子開発 情報通信業 愛媛県
松山市宮田町108-9　梶田
ビル3Ｆ北

http://www.e-ued.co.jp

888
株式会社　ステージアッ
プ

医療・福祉 愛媛県 八幡浜市保内町須川510 http://stage-up.com/

889 株式会社　のじま 卸売・小売業 愛媛県 松山市空港通1-7-27 http://www.palfield.com
890 正和商事　株式会社 卸売・小売業 愛媛県 松山市一番町3-3-5 http://www.showa-network.co.jp

891
社会保険労務士事務所　
あかつきのそら

専門・技術サー
ビス業

愛媛県 松山市雄郡1-9-38 1F http://www.ne.jp/asahi/srj/akatsukinosora/

892 株式会社白石設計 建設業 愛媛県 新居浜市西町1-30 http://www.shiraishisekkei.jp

893 株式会社浅野鉄工所 製造業 愛媛県 西条市下島山甲1140番地

894
サスケＩＴサービス株式
会社

医療・福祉 愛媛県 新居浜市西町1-30

895 ＮＰＯ法人サスケ工房 医療・福祉 愛媛県 新居浜市西町1-30
896 株式会社サスケ 医療・福祉 愛媛県 新居浜市西町1-30
897 株式会社ジェイコム 医療・福祉 愛媛県 西条市氷見丙444-1 http://www.jcomm-care.co.jp

898 東田印刷株式会社 製造業 愛媛県 新居浜市北新町2-27 http://www.higasidainsatu.jp

899 米谷建設株式会社 建設業 愛媛県 新居浜市新田町1-21-27 http://user.shikoku.ne.jp/yonetani/

900
宝利建築設計事務所　宝
利秀久

専門・技術サー
ビス業

愛媛県 四国中央市中之庄町1423-2

901 有限会社フジ宅建不動産 不動産業 愛媛県 新居浜市田所町1-1 http://www.1139.co.jp
902 株式会社ヤマガタ電工 建設業 愛媛県 新居浜市久保田町2-3-13
903 日新工業株式会社 建設業 愛媛県 新居浜市政枝町2-1-28 http;//www.nisshin-i.co.jp

904 株式会社香月園 卸売・小売業 愛媛県 新居浜市一宮町1-8-13 http://www.t4u.co.jp

905 株式会社協栄技研
専門・技術サー
ビス業

愛媛県 新居浜市中村松木1-12-3 http://www.kyoei-giken.net/

906 有限会社フルレゾン 卸売・小売業 愛媛県 新居浜市高木町10-1
907 加賀工業株式会社 製造業 愛媛県 新居浜市一宮町2-3-23 http://www.ikee.jp/
908 株式会社秋月開発 建設業 愛媛県 新居浜市船木甲2593-3

909 有限会社大栄車体
その他のサービ
ス業

愛媛県 新居浜市光明寺1-531-1 http://www.daieisytai.jp

910
クリニカルカイロラクロ
ス　沖本裕次郎

医療・福祉 愛媛県 新居浜市郷4-8-1 http://rakurosu.com/



911
株式会社グリーンファー
ム協栄

農業・林業 愛媛県 新居浜市中村松木1-12-3 http://www.farm-kyoei.com

912 株式会社ＳＡＮＫＡＲＩ
生活関連サービ
ス・娯楽業

愛媛県 新居浜市船木町甲4368-10 http://sankari.jp

913 心和塗装　沖永和宏 建設業 愛媛県 新居浜市桜木町11-25
914 株式会社ホウネン 製造業 愛媛県 新居浜市新田町2-1-7
915 株式会社　リビング椿 不動産業 愛媛県 松山市東石井6-6-44 http://www.l-tsubaki.co.jp

916 有限会社　カドタ 製造業 愛媛県 松山市祓川1-3-24

917 株式会社　ビオトープ
その他のサービ
ス業

愛媛県
松山市三番町5-13-10　ﾘ
ﾊﾟｯﾌﾟﾋﾞﾙ6F

http://biotope-consulting.co.jp

918
ウィメンズパートナーサ
ロン“ｍｅｅｔ　Ｙｏ
ｕ”

生活関連サービ
ス・娯楽業

愛媛県
松山市湊町4-12-11　佐伯
物産ビルＮｏ．7　5Ｆ

919 かつ盛鮮魚店 卸売・小売業 愛媛県 喜多郡内子町内子1967
920 株式会社　楽農研究所 卸売・小売業 愛媛県 喜多郡内子町内子1970

921 スギモト建装 建設業 愛媛県
北宇和郡鬼北町大字川上
283-2

922 Ｍ　Ｓｔｙｌｅ
専門・技術サー
ビス業

愛媛県 松山市東石井6-12-17-201

923 大伸興業 建設業 愛媛県
松山市天山2-7-30　プラン
ドール・ドミールＢ102

924 Ｄｅｓｋ　Ｗｏｒｋｓ
専門・技術サー
ビス業

愛媛県
松山市森松町749-2　Ｔｉ
ａｒａⅡ－801

925 Ｊ’ｓ　Ｅｎｇｌｉｓｈ
教育・学習支援
業

愛媛県
松山市三番町6-4-27　1Ｆ
－4

http://jsenglish.jp

926
セブンイレブン松山古川
北１丁目店　藤原　一貴

卸売・小売業 愛媛県 松山市古川北1-23-13

927
有限会社　食品卸エスケ
イ

卸売・小売業 愛媛県 松山市須賀町5-12

928 株式会社　シロモト食品 製造業 愛媛県 大洲市春賀甲584-2 http://www.yotchan-honpo.jp/

929
一般社団法人　日本産業
カウンセラー協会　四国
支部

医療・福祉 愛媛県
松山市味酒町1-3　四国ガ
ス第3ビル7階

930
公認会計士　桜内文城事
務所

専門・技術サー
ビス業

愛媛県 伊予市米湊823-1

931 株式会社　昇 飲食店・宿泊業 愛媛県
松山市三番町2-6-3　エフ
ローゼビル1Ｆ

932
株式会社　ＡＬＬＥＺ　
ＧＡＲＡＧＥ

卸売・小売業 愛媛県 松山市南高井町1670-5

933 Ｚｉ－ｃｒｏｗ 卸売・小売業 愛媛県 松山市和泉北1-17-6 http://ｚi-croｗ.com

934
穂浪社会保険労務士事務
所

専門・技術サー
ビス業

愛媛県
松山市南江戸3-3-3　α
NEXT南江戸107号

935
株式会社　ヨシケンコー
ポレーション

医療・福祉 愛媛県 松山市北井門3-14-28 http://www.yoshiken-c.jp

936 有限会社　レングス
生活関連サービ
ス・娯楽業

愛媛県 伊予郡松前町西古泉244-10

937
さくら社会保険労務士事
務所

専門・技術サー
ビス業

愛媛県 松山市樽味4-14-10

938 Ｌｕｐｏ　ｈａｉｒ
生活関連サービ
ス・娯楽業

愛媛県 松山市和泉南2-12-12

939 株式会社　豊予社
その他のサービ
ス業

愛媛県 八幡浜市松柏甲771-1 http://houyosha.jp/

940 株式会社　アイリック
その他のサービ
ス業

愛媛県 松山市北斎院町70-2 http://airick.jp

941 株式会社　山内石油 卸売・小売業 愛媛県 松山市余戸中4-2-22 http://yamauchisekiyuinc.com/

942 有限会社　影浦塗装工業 建設業 愛媛県 松山市和泉南4-13-14 http://kageura-tosou.com/

943 西条環境整備株式会社
その他のサービ
ス業

愛媛県 西条市樋之口452-8 http://www.saijyokankyo.com/

944 三光機械工業株式会社 製造業 愛媛県 新居浜市多喜浜6-6-50
945 株式会社小野鐵工所 製造業 愛媛県 新居浜市多喜浜6-6-43
946 株式会社よしだ 建設業 愛媛県 新居浜市西の土居町1-3-42 http://yoshida-ypc.jp
947 萩尾機械工業株式会社 製造業 愛媛県 新居浜市松の木町1-17 http://www.hagiokikai.jp

948
株式会社西条ドライビン
グスクール

教育・学習支援
業

愛媛県 西条市石田284 http://www.saijo-ds.co.jp/



949 有限会社丹原土木 建設業 愛媛県 西条市壬生川568 http://foglia-plant.com/

950 いよせき株式会社 製造業 愛媛県
西条市ひうち字西ひうち3-
21

http://iyoseki.co.jp

951
ウダカエンジニアリング　
株式会社

製造業 愛媛県 四国中央市川之江町577 http://www.udaka.com

952 株式会社クックチャム 卸売・小売業 愛媛県 新居浜市新須賀町2-6-16
953 株式会社セイコー不動産 不動産業 愛媛県 新居浜市松木町4-25 http://www.seiko-h.co.jp

954 株式会社アドバンス 建設業 愛媛県 新居浜市松木町4-25 http://www.advance-rtd.co.jp

955
新居浜ジャンドール　伊
藤俊一

専門・技術サー
ビス業

愛媛県
新居浜市徳常町6-8　シ
ネックスビル2Ｆ

http://www.jeandore.com/

956 株式会社住谷工業 製造業 愛媛県 新居浜市若水町2-5-27
957 有限会社伊藤被服 製造業 愛媛県 新居浜市北内町3-12-25 http://ito-hifuku.co.jp/
958 有限会社日鋼管材 卸売・小売業 愛媛県 新居浜市横水町7-15
959 株式会社愛水 建設業 愛媛県 新居浜市久保田町2-1-45
960 株式会社四国テクニカ 情報通信業 愛媛県 新居浜市新田町1-6-46 http://www.stechnica.co.jp

961 株式会社菅工務店 建設業 愛媛県 新居浜市本郷2-1-10 http://www.kk-kan.co.jp

962
リージョナルデザイン株
式会社

その他のサービ
ス業

愛媛県
新居浜市大生院2151-10　
東予産業センター内

http://www.regional-design.co.jp

963
ＹＵＴＡＫＡ美容室　木
村尚

生活関連サービ
ス・娯楽業

愛媛県 新居浜市中須賀町1-7-21

964 有限会社タカヨシ工業所 製造業 愛媛県 西条市港38-3 http://www.jobtech-takayoshi.com

965 有限会社東新技研
専門・技術サー
ビス業

愛媛県 新居浜市中須賀町2-9-29

966 有限会社塩崎製作所 製造業 愛媛県 新居浜市新田町1-18-20

967
有限会社あかがねエンジ
ニアリング

専門・技術サー
ビス業

愛媛県 新居浜市西原町2-2-14

968 廣瀬塗装　廣瀬吉紀 建設業 愛媛県 新居浜市河内町7-37
969 有限会社林塩化工業所 製造業 愛媛県 新居浜市八幡2-1-59
970 亀井電気工業 建設業 愛媛県 新居浜市泉宮町7-1

971
有限会社オートパーツ新
居浜

その他のサービ
ス業

愛媛県 新居浜市多喜浜6-9-84 http://haisyaomakase.com/

972 株式会社真輝電設 建設業 愛媛県 新居浜市田の上2丁目16-21
973 株式会社　エクセソワン 医療・福祉 愛媛県 松山市朝日ヶ丘2-4-34
974 味千拉麺　朝生田店 飲食店・宿泊業 愛媛県 松山市朝生田町2-1-1

975 株式会社　ＩＷＡＴＡ
専門・技術サー
ビス業

愛媛県 松山市上市2-6-12

976 株式会社　アクアス
電気・ガス・熱
供給・水道業

愛媛県 松山市三番町1-13-6 http://aqua-ehime.com

977
ＡＳＩＡＮ　ＢＡＲ　阿
龍

飲食店・宿泊業 愛媛県
松山市二番町1-9-4　Ｔ－
Ｙｏｕｎｇビル4Ｆ

http://a-long.bar

978
医療法人　光風会　永井
クリニック

医療・福祉 愛媛県 伊予市灘町66 http://nagai-hospital.com

979
株式会社　ビジネスアシ
スト四国

卸売・小売業 愛媛県
松山市宮西1-4-43　大智ビ
ル4Ｆ

http://926-4510.jp/

980 政工房 建設業 愛媛県 松山市今在家1-6-44

981
藤岡友香社会保険労務士
事務所

専門・技術サー
ビス業

愛媛県 松山市勝山町2-3-1

982 有限会社　雅夢 卸売・小売業 愛媛県 松山市道後町2-11-5

983 ギャラリー　エクラン 卸売・小売業 愛媛県
松山市一番町3-2-1　松山
全日空ホテルＡＶＡ３Ｆ

http://g-ecrin.co.jp

984 あいの里　有限会社 医療・福祉 愛媛県 西予市野村町1-1309-1

985 有限会社　タカヤマ電気
電気・ガス・熱
供給・水道業

愛媛県 宇和島市吉田町立間1-3700

986 有限会社　丸市環境開発
その他のサービ
ス業

愛媛県 西予市宇和町伊賀上1646-5 http://www.maruichi-kk.con

987
株式会社　地域法人無
茶々園

卸売・小売業 愛媛県 西予市明浜町狩浜3-134 http://www.muchachaen.jp

988 有限会社　喜多調剤 卸売・小売業 愛媛県 大洲市徳森2632-98

989
有限会社　ヒウチ設備工
業

建設業 愛媛県 松山市吉藤5-15-43

990
株式会社　カーオーナー
ズ

その他のサービ
ス業

愛媛県 松山市東垣生町807-5 http://car-owners.com

991
有限会社　カービュー
ティーセンター

その他のサービ
ス業

愛媛県 松山市空港通1-11-1



992 株式会社　ＣＡＬＭＥ
生活関連サービ
ス・娯楽業

愛媛県
松山市道後北代7-1　ｱﾙﾌｧｰ
ﾄﾞK　1F

http://calme-hairmake.com/

993 有限会社　栗原自動車 卸売・小売業 愛媛県 松山市三津3-4-4 http://home.e-catv.ne.jp/kuri8/index.html

994 株式会社　Ｍｒ 建設業 愛媛県 松山市萱町4-4-5

995
有限会社　リスクマネジ
メント愛媛

金融・保険業 愛媛県
松山市小坂5-4-18　ｹﾝｷﾋﾞﾙ
3F

http://rm-ehime.co.jp/

996 なお鍼灸整骨院 医療・福祉 愛媛県 松山市久万ノ台1275-5 http://なお鍼灸整骨院.com/

997
株式会社　ワールドウィ
ング松山

生活関連サービ
ス・娯楽業

愛媛県
松山市喜与町1-5-1　ｹﾐﾋﾞﾙ
2F

http://www.worldwing-matsuyama.com/

998 百姓百品　株式会社 卸売・小売業 愛媛県 西予市野村町野村12-15 http://www.facebook.com/100pin/

999 株式会社　百姓百品村 農業・林業 愛媛県 西予市野村町野村12-15 http://www.facebook.com/100pinmura/

1000 株式会社　野村福祉園 医療・福祉 愛媛県 西予市野村町野村12-102-1 http://www.facebook.com/ﾚｲﾝﾎﾞｰｱｸﾞﾘ-1615107578711151/

1001
株式会社　デコイチフレ
イバー

飲食店・宿泊業 愛媛県
松山市持田町2-5-32　ｸﾞﾗﾝ
ｳｪﾘｽ持田104

1002
有限会社　アセムスタジ
オ

その他のサービ
ス業

愛媛県 松山市福音寺町312-1 http://www.asem-studio.com/

1003 有限会社　ノリテック 医療・福祉 愛媛県 松山市畑寺町丙68-1

1004
有限会社　アンデュウト
ロワ

情報通信業 愛媛県 松山市西垣生町1677-5 http://www.udt123.com

1005
上田恭子社会保険労務士
事務所

専門・技術サー
ビス業

愛媛県 松山市三番町5-7-29

1006 美健工房 建設業 愛媛県 松山市高砂町3-4-5

1007 田中ワークス
その他のサービ
ス業

愛媛県 伊予郡松前町徳丸1165-4

1008 株式会社　城北愛児園
教育・学習支援
業

愛媛県 松山市安城寺町1744

1009 株式会社　ニイナイ実業
その他のサービ
ス業

愛媛県 松山市馬木町902-4

1010
株式会社　ｎｉｃｏ－ｎ
ａｃｈｉｋａ

生活関連サービ
ス・娯楽業

愛媛県 松山市大手町1-14-1　1Ｆ

1011 株式会社　Ｃｈｅｒｏ
生活関連サービ
ス・娯楽業

愛媛県
松山市鷹子町492-1　
YUMESOUﾋﾞﾙ1F

1012
株式会社　レジェンド愛
媛

卸売・小売業 愛媛県
八幡浜市保内町宮内4-117-
3

1013 もりもと在宅クリニック 医療・福祉 愛媛県
松山市道後一万3-1　ｻﾝｲﾝﾃ
ｸﾞﾗﾙ道後1F

1014
Ｌｕａｎａ ｈａｉｒｍａ
ｋｅ　梅木　亮

生活関連サービ
ス・娯楽業

愛媛県
松山市室町2-3-22　渡部ﾋﾞ
ﾙ1F

http://luana-hairmake.com

1015 ＳＳテック
その他のサービ
ス業

愛媛県 伊予郡松前町徳丸1165-4

1016 閑廻組
その他のサービ
ス業

愛媛県 伊予郡砥部町川井1383

1017 株式会社大石工作所 製造業 愛媛県 新居浜市多喜浜6-2-45 http://oishi-group.com
1018 株式会社西岡鉄工 製造業 愛媛県 新居浜市多喜浜6-6-35 http://www.g-nishioka.co.jp/

1019 西機電装株式会社 製造業 愛媛県 新居浜市多喜浜6-6-35 http://www.g-nishioka.co.jp/

1020 有限会社テクノマジック 製造業 愛媛県
四国中央市土居町入野117-
1

http://techno-magic.co.jp

1021 株式会社ＳＥＥ進研ゼミ
教育・学習支援
業

愛媛県 西条市新田197-1

1022 有限会社プロリーズ
専門・技術サー
ビス業

愛媛県 新居浜市寿町3-42 http://www.proleads.co.jp

1023 株式会社ネクスタ 卸売・小売業 愛媛県 西条市古川甲61-1 http://www.nexta-auto.jp/

1024 株式会社かわにし
生活関連サービ
ス・娯楽業

愛媛県 西条市大町1681 http://www.kawanishis.co.jp

1025 株式会社三宅工業 製造業 愛媛県 西条市港字北新地352 http://www.miyake-kogyo.jp

1026 岩崎冷熱株式会社 建設業 愛媛県 新居浜市繁本町9-53
1027 有限会社石商 卸売・小売業 愛媛県 新居浜市観音原町1013 http://www.e-sekisyo.jp/

1028 サヨリ商店街株式会社 卸売・小売業 愛媛県 新居浜市下泉町1-3-39
1029 有限会社和田建設 建設業 愛媛県 新居浜市八幡1-2-55 http://www.wadakenhome.co.jp

1030 土岐自動車販売株式会社
その他のサービ
ス業

愛媛県 新居浜市徳常町5-58

1031 有限会社塩崎工業 製造業 愛媛県 新居浜市菊本町2-4-21 http://www.szk-1988.co.jp

1032 有限会社西部観光
生活関連サービ
ス・娯楽業

愛媛県 四国中央市中曽根町346-3



1033 有限会社別子消毒
その他のサービ
ス業

愛媛県 新居浜市萩生2790-4 http://www.bessi-shoudoku.com/

1034 株式会社プラスコ 飲食店・宿泊業 愛媛県
四国中央市金生町下分195-
8

1035
一般社団法人 新居浜カン
トリー倶楽部

生活関連サービ
ス・娯楽業

愛媛県 新居浜市船木1032-17 http://niihamacc.jp/

1036 株式会社ＧＡＲＡＧＥ180 卸売・小売業 愛媛県 新居浜市下泉町1-16-24

1037
加藤グリーン産業　加藤 
修一

建設業 愛媛県 新居浜市大生院1856-5 http://kato-green.com/

1038 有限会社　ハ生建設工業 建設業 愛媛県 松山市津吉町1074
1039 さくら食品　株式会社 製造業 愛媛県 伊予郡松前町大字筒井1235 http://sakurakk.com
1040 株式会社　ベルメナーズ 卸売・小売業 愛媛県 松山市東垣生町396-5

1041 アライズ労務サポート
専門・技術サー
ビス業

愛媛県
松山市本町3-6-1　佐伯物
産ﾋﾞﾙNo.8　2Ｆ

http://www.arise-sr.jp

1042 株式会社　アイユ 卸売・小売業 愛媛県 松山市辰巳町7-28
1043 株式会社　おおさわ 卸売・小売業 愛媛県 松山市築山町7-38

1044 風とつばさ社労士事務所
専門・技術サー
ビス業

愛媛県
松山市山越6-6-22　白鳳会
館2Ｆ

http://www.wind-wing.org

1045
愛媛ダイハツ販売　株式
会社

卸売・小売業 愛媛県 松山市宮田町179 http://www.ehihe-daihatsu.co.jp

1046
株式会社　ウエストコン
サルタント

専門・技術サー
ビス業

愛媛県 松山市余戸南1-20-33 http://www.westcon.co.jo

1047
株式会社　オレンジ
ファームＹＡＭＡＫＯ

農業・林業 愛媛県 松山市中島大浦3079-6

1048 福屋不動産　株式会社 不動産業 愛媛県 松山市古川西2-16-23
1049 四国厨房　株式会社 卸売・小売業 愛媛県 松山市余戸東1-10
1050 株式会社　タガ 建設業 愛媛県 松山市六軒家町3-20

1051 宮栄商事　有限会社 卸売・小売業 愛媛県
喜多郡内子町大字内子甲
1094-2

http://www.miyaei.com

1052 有限会社　アクアテック
生活関連サービ
ス・娯楽業

愛媛県 松山市北斎院町1302

1053
有限会社　中矢機械工具
店

卸売・小売業 愛媛県 松山市立花2-7-7

1054
株式会社　アメニティー
ハウス

不動産業 愛媛県 松山市天山3-13-12 http://amenityhouse.jp/

1055 株式会社　ビブラ愛媛 不動産業 愛媛県 松山市清水町3-48-2 http://www.zennichi.net/m/vibra-ehime/index.asp

1056 株式会社　戒田商事 建設業 愛媛県 松山市森松町1032 http://kaidaee.com

1057 ＳＢＲ　株式会社
その他のサービ
ス業

愛媛県 伊予郡松前町西古泉267-1

1058
株式会社　あいコミュニ
ケーションズ

専門・技術サー
ビス業

愛媛県 松山市竹原町1-5-25 http://www.eyecomi.com

1059
特定非営利活動法人　こ
ころ塾

その他のサービ
ス業

愛媛県 松山市大街道3-2-16 http://www.kokorojuku.net/

1060 株式会社　さくら 医療・福祉 愛媛県 西予市宇和町山田1558

1061 岡本社労士事務所
専門・技術サー
ビス業

愛媛県 八幡浜市沖新田1510-100 http://stage-up.com/

1062
向井社会保険労務士事務
所

専門・技術サー
ビス業

愛媛県 大洲市東大洲1258-1 http://muka.cc

1063
有限会社　シーエススタ
ンス

専門・技術サー
ビス業

愛媛県 松山市北吉田町1381

1064
株式会社　住まい工房ま
つやま

建設業 愛媛県 松山市安城寺町1136-1

1065
ＪＡえひめエネルギー　
株式会社

電気・ガス・熱
供給・水道業

愛媛県 松山市西垣生町1800-7 http://ja-ehimeene.co.jp

1066 松山宅送　株式会社 運輸業 愛媛県 松山市高岡町388-3

1067 亀本鉄工　株式会社 製造業 愛媛県
伊予郡松前町大字北河原
1642

1068
有限会社　ミヤザキ
（ラ・ブランシュ）

製造業 愛媛県 松山市北斎院町84-2 http://www.la-branche.net

1069 扇屋食品　株式会社 製造業 愛媛県 伊予郡松前町北黒田571 http://www.ohgiya-f.co.jp/

1070 株式会社　藤岡製作所 製造業 愛媛県 喜多郡内子町内子3682 http://www.fujioka-ss.com

1071
わいんと地酒の店　かた
やま

卸売・小売業 愛媛県 松山市東石井3-11-5



1072
岐阜プラスチック工業　
株式会社　愛媛工場

製造業 愛媛県 伊予市中山町出渕6-2-8 http://www.risu.co.jp

1073
ＩＴＴＯ個別指導学院　
愛媛松山山越校　愛媛松
山東野校

教育・学習支援
業

愛媛県 松山市清住2-1106-14 http://www.ganbaru.co.jp/

1074
学校法人勝愛学園認定こ
ども園　勝愛風の子保育
園

医療・福祉 愛媛県 松山市針田町33-2 http://www.shoai-kazenoko.jp

1075
学校法人勝愛学園認定こ
ども園　勝愛幼稚園

教育・学習支援
業

愛媛県 松山市土居田町841 http://www.shoai.ed.jp

1076 松前病院 医療・福祉 愛媛県 伊予郡松前町筒井東レ前 http://www.masaki-hp.com

1077
ゆめ・であい　まつやま
工房

卸売・小売業 愛媛県 松山市朝生田町2-1-1

1078 株式会社　アイソウ 卸売・小売業 愛媛県 松山市花園町3-18 http://www.aiso.co.jp

1079 協和道路　株式会社 建設業 愛媛県 松山市松末1-1-5 http://kyowadouro.co.jp/

1080
協和環境整備工業　株式
会社

建設業 愛媛県 松山市松末1-1-5 http://www.kyowadouro.co.jp/kankyoseibi/

1081 ホテルサンルート松山 飲食店・宿泊業 愛媛県 松山市宮田町391-8 http://www.sunroute-matsuyama.co.jp

1082
合同会社　Ａ・Ｉコーポ
レーション

専門・技術サー
ビス業

愛媛県 松山市和泉南3-3-2

1083 山本木工所 建設業 愛媛県 喜多郡内子町内子761 http://www.yamamotomokko.jp

1084
株式会社　瀬戸内ブラン
ディング

その他のサービ
ス業

愛媛県 松山市東垣生町396-5

1085 有限会社　コンパス 金融・保険業 愛媛県 松山市来住町483-1 http://www.compass-net.biz

1086 有限会社　内藤鋼業 卸売・小売業 愛媛県
喜多郡内子町五十崎甲
2126-1

http://www.naito-kogyo.co.jp

1087
櫻間社会保険労務士事務
所

専門・技術サー
ビス業

愛媛県 松山市山越2-7-13

1088
やまもと総合設備　株式
会社

建設業 愛媛県 伊予郡砥部町川井190-3

1089 八幡浜商工会議所
その他のサービ
ス業

愛媛県 八幡浜市北浜1-3-25 http://www.yawatahamacci.jp/

1090
社会保険労務士　岩井聡
光

専門・技術サー
ビス業

愛媛県
松山市和泉南3-5-5 ｴｰｽｺｰﾄ
和泉南C-1

1091 株式会社　潮食品 製造業 愛媛県 伊予郡松前町北川原1647
1092 株式会社　グリーンヒル 製造業 愛媛県 西予市野村町阿下6-380 http://www.green-hill.co.jp/

1093 株式会社　さくら本舗 製造業 愛媛県 伊予郡松前町大字筒井1235 http://www.sakurakk.com

1094 ｴｸｽﾃﾘｱ&ｶﾞｰﾃﾞﾝ　ｃａｓａ 建設業 愛媛県
松山市鷹子町551-1 ﾍﾞﾙｴｱｰ
鷹子1F中央

http://www.ex-casa.jp

1095 有限会社　すこし屋 製造業 愛媛県 伊予郡砥部町大南826 http://sukoshiya.com
1096 株式会社　ＫＴ工業 建設業 愛媛県 伊予郡砥部町上原町290-6

1097 ﾍｱｰｺﾚｸｼｮﾝ　アキノリ
生活関連サービ
ス・娯楽業

愛媛県 伊予郡砥部町宮内412-5

1098 株式会社　セレクトワン 製造業 愛媛県 松山市別府町440-7 http://select-one2007.com

1099
医療法人　弓裕会　日野
整形外科

医療・福祉 愛媛県 松山市宮田町9-1

1100
株式会社　サンメディコ
（ターミナルホテル松
山）

飲食店・宿泊業 愛媛県 松山市宮田町9-1 http://www.th-matsuyama.jp/

1101
有限会社　えひめ保険エ
イド

金融・保険業 愛媛県 松山市姫原3-1-33

1102 フローラル　はなびし 卸売・小売業 愛媛県 松山市鷹子町828-1

1103
パティスリー　カフェ　
アイナ

飲食店・宿泊業 愛媛県 松山市鷹子町834-1

1104
有限会社　トップラン
ナー

運輸業 愛媛県 松山市星岡4-12-21 http://www.top-runner.jp

1105 株式会社　無双社 卸売・小売業 愛媛県 松山市西垣生町1677-5 http://www.musousha.com/

1106
有限会社　ふげんトータ
ルサービス

建設業 愛媛県 松山市平田町2-1

1107 株式会社　弘成建設 建設業 愛媛県 松山市西垣生町2160-1

1108 株式会社　フリーク
専門・技術サー
ビス業

愛媛県 松山市和泉北3-12-10 http://c-frk.jp

1109 リソー封筒株式会社 製造業 愛媛県
四国中央市豊岡町豊田217-
1

http://riso-futo.com/



1110
株式会社Ｂｌｉｓｔａｌ
ｌ

生活関連サービ
ス・娯楽業

愛媛県 新居浜市西喜光地10-24

1111 株式会社アイワ技研
専門・技術サー
ビス業

愛媛県 新居浜市新須賀町4-2-33

1112 四国梱包運送株式会社 運輸業 愛媛県 新居浜市黒島1-1-15 http://www.yon-kon.jp

1113 株式会社東新建設 建設業 愛媛県 新居浜市阿島4-2-32 http://www.toshinkensetu.com/

1114 株式会社ライフブレイン
その他のサービ
ス業

愛媛県 西条市喜多川622-1

1115
株式会社ＰＥＮＴＡ　Ｆ
ＡＲＭ

農業・林業 愛媛県 西条市丹原町高松甲1957-1

1116 白石建設工業株式会社 建設業 愛媛県 新居浜市久保田町3-9-20 http://www.shiraishi-inc.co.jp

1117 愛媛ＥＸ協同組合
その他のサービ
ス業

愛媛県 新居浜市北内町3-12-25

1118
有限会社西原マシーン
ツール

卸売・小売業 愛媛県 新居浜市多喜浜6-5-17 http://nmts.co.jp

1119 有限会社愛光不動産 不動産業 愛媛県 西条市朔日市780-33 http://www.aikoufudousan.com

1120 株式会社スマイイルラボ 農業・林業 愛媛県 新居浜市郷3-6-10
1121 有限会社石野商店 卸売・小売業 愛媛県 新居浜市松木町5-9

1122
株式会社ＬＩＨＯライジ
ング

建設業 愛媛県 新居浜市八幡1-15-66 http://www.lihorising.com

1123 株式会社加地組 建設業 愛媛県
四国中央市土居町蕪崎954-
1

http://sakikura.com

1124 有限会社松川工業 製造業 愛媛県 新居浜市新須賀町3-1-49
1125 有限会社菅製作所 製造業 愛媛県 新居浜市萩生315-1

1126 株式会社ザ・ワークス
その他のサービ
ス業

愛媛県 西条市喜多川622-1 http://www.e-jinzai.jp

1127 株式会社スタッフメイト
その他のサービ
ス業

愛媛県
四国中央市三島中央1-16-
72

http://www.staffmate.jp

1128 有限会社横山電機工業所 製造業 愛媛県 新居浜市清水町8-20
1129 株式会社ひのいちご園 農業・林業 愛媛県 西条市玉津489-2 http://hinoichigoen557930.web.fc2.com/

1130 家庭教師紹介センター
教育・学習支援
業

愛媛県
松山市千舟町6-1-3 ﾁﾌﾈﾋﾞﾙ
301

http://www.kateikyoushi-center.jp

1131 焼肉　水本 飲食店・宿泊業 愛媛県 伊予郡砥部町宮内56-2

1132 株式会社　ｋＵＲＡＩｆ 情報通信業 愛媛県
松山市和泉北1-6-1 ｽｶｲﾋﾞﾙ
302

1133 株式会社　オースター
その他のサービ
ス業

愛媛県 西予市宇和町坂戸388-4

1134
有限会社　ｕ．ｓｔｙｌ
ｅ

建設業 愛媛県 松山市東野1-5-5

1135 有限会社　美ゆき 飲食店・宿泊業 愛媛県 大洲市中村618-8
1136 株式会社　アームズ 製造業 愛媛県 松山市勝岡町30-1
1137 サンセイ工機　株式会社 卸売・小売業 愛媛県 松山市北吉田町1288-1 http://www.sansei-kouki.co.jp

1138 樋口精機　株式会社 製造業 愛媛県 松山市古川西3-15-13

1139 有限会社　野村自動車
その他のサービ
ス業

愛媛県 伊予郡松前町上高柳532 http://nomura-car.com/

1140
株式会社　ＡＱＵＡ　Ｃ
ＯＭＭＵＮＩＴＹ

医療・福祉 愛媛県 松山市天山3-9-24

1141
株式会社　Ｒｅｆｒｅ松
山

生活関連サービ
ス・娯楽業

愛媛県
松山市二番町3-10-6 村上
ﾋﾞﾙ2F

1142
株式会社　Ｒｅｆｒｅ新
居浜

生活関連サービ
ス・娯楽業

愛媛県
松山市二番町3-10-6 村上
ﾋﾞﾙ2F

1143 髙松石油　株式会社 卸売・小売業 愛媛県 松山市東長戸4-1-33

1144 新興工機　株式会社 卸売・小売業 愛媛県
伊予郡松前町大字北川原
1227-1

http://www.kubocom.co.jp/

1145 菓子工房　ノーマジーン 製造業 愛媛県 松山市和泉南2-13-11

1146 ｃｏｓｈａ 卸売・小売業 愛媛県
松山市朝生田町7-1-14 1F-
C

http://cosha.jp

1147 有限会社　村井電設 建設業 愛媛県 伊予郡松前町北川原768-11
1148 株式会社　ひがし 建設業 愛媛県 松山市藤原1-4-24

1149
株式会社オートサービス
砥部

その他のサービ
ス業

愛媛県 伊予郡砥部町千足205

1150
Gents Hair Works　ＧＲ
ＡＮＤ　ＬＩＮＥ

生活関連サービ
ス・娯楽業

愛媛県 東温市志津川834-4

1151 cafe & bar 奏 飲食店・宿泊業 愛媛県 喜多郡内子町内子1914



1152 有限会社　キホク
その他のサービ
ス業

愛媛県 松山市古川南3-27-15

1153 太陽産業　株式会社 不動産業 愛媛県 松山市土居田町132-10
1154 株式会社　菅野荘塗装 建設業 愛媛県 松山市古川北3-17-7

1155
株式会社　片岡マテリア
ル

その他のサービ
ス業

愛媛県 松山市中野町427-1 http://www.kataokamaterial.com

1156 有限会社　松屋旅館 飲食店・宿泊業 愛媛県 西予市宇和町卯之町3-218 http://www.matsuya-ryokan.jp

1157
有限会社　アルジャーノ
ン

生活関連サービ
ス・娯楽業

愛媛県
松山市千舟町6-2-9 ｶｰｻｱ
ﾐｭｰ202

http://algernon1991.com/

1158
一般社団法人　あんずの
森

医療・福祉 愛媛県
松山市平和通3-2-3 ﾒｿﾞﾝ豊
誠101号

http://anzunomori.com

1159 株式会社　ワンヒート 建設業 愛媛県 松山市北井門町4-19-24 http://www.oneheat.jp/

1160 南西開発商事　有限会社 不動産業 愛媛県 八幡浜市1460-2
1161 株式会社　八幡浜市場 卸売・小売業 愛媛県 八幡浜市1460-6

1162 ひめＷＥＢ 情報通信業 愛媛県
松山市二番町3-8-21   久
保豊二番町ﾋﾞﾙ4F

1163
合同会社ａｐａｒｔｍｅ
ｎｔ

卸売・小売業 愛媛県 松山市湊町4-14-1

1164 株式会社　オンアーツ 建設業 愛媛県 松山市平田町1073-1

1165
税理士法人　新玉税理士
事務所

専門・技術サー
ビス業

愛媛県
松山市平和通5-2-7　新玉
会計ﾋﾞﾙ3F

1166 アイム流通 運輸業 愛媛県 伊予郡砥部町宮内1405

1167
株式会社　伊予フード
サービス

その他のサービ
ス業

愛媛県 伊予市下三谷844-2

1168 神山運輸　株式会社 運輸業 愛媛県
伊予郡松前町大字北川原塩
屋西2061-2

http://www.kouyamaunyu.co.jp

1169
株式会社　神山トランス
ポート

運輸業 愛媛県
伊予郡松前町大字北川原塩
屋西2054

1170 株式会社　元帥 飲食店・宿泊業 愛媛県 松山市平和通5-2-9

1171
岩本社会保険労務士事務
所

専門・技術サー
ビス業

愛媛県
松山市大手町1-8-20 ｼｬﾄﾚｰ
大手町101号

http://www.office-iwamoto.jp

1172 伊豫電気工事　株式会社 建設業 愛媛県 伊予郡松前町上高柳586-1

1173 株式会社　関西建物 不動産業 愛媛県
松山市東雲町2-8 毘沙門坂
ﾋﾞﾙ　1F

http://kansaitatemono.jp

1174
社会保険労務士法人あす
なろ

専門・技術サー
ビス業

愛媛県
松山市緑町1-3-27 ｻﾝｼｬｲﾝ
緑町Ⅱ1F

http://www.sr-asunaro.com

1175
有限会社　ちょっきんと
びれっじ

卸売・小売業 愛媛県 松山市古川北1-13-23 http://www.chockint-village.co.jp

1176 有限会社　おとわ 卸売・小売業 愛媛県 松山市竹原町57-1

1177 岡田総合事務所
専門・技術サー
ビス業

愛媛県 松山市余戸東1-5-6

1178 株式会社　ｂｏａｐｐｕ
生活関連サービ
ス・娯楽業

愛媛県 松山市千舟町3-2-16

1179 株式会社　西村商事
その他のサービ
ス業

愛媛県 松山市三番町1-11-3 http://nisimura-syoji.co.jp/

1180
あきやま綜合労務管理事
務所

専門・技術サー
ビス業

愛媛県 松山市生石町429-4

1181 有限会社　エコレ
その他のサービ
ス業

愛媛県 松山市竹原町1-10-16

1182
株式会社ダイオーズ四国
ＯＣＳえひめ

その他のサービ
ス業

愛媛県 松山市藤原町663-4

1183 むらかみ労務相談事務所
専門・技術サー
ビス業

愛媛県 大洲市徳森1190-12

1184 福原内科医院 医療・福祉 愛媛県 松山市保免上2-3-10

1185
株式会社　ＩＳコレク
ション

金融・保険業 愛媛県 松山市枝松4-1-12

1186
安永　恵輔（ネクストク
リーン）

その他のサービ
ス業

愛媛県 東温市志津川739-1

1187 有限会社　写真まつばら
専門・技術サー
ビス業

愛媛県 松山市大街道3-6-3

1188 株式会社　世良 卸売・小売業 愛媛県 松山市辻町14-7 http://www.sera-1.co.jp

1189 川村サービス株式会社
その他のサービ
ス業

愛媛県 新居浜市八幡1丁目10-11



1190 有限会社村上製麺 製造業 愛媛県
新居浜市中須賀町1丁目3-
22

1191 株式会社エパック
生活関連サービ
ス・娯楽業

愛媛県 新居浜市久保田町2-10-12

1192 ゆまにて工房　伊藤　章 製造業 愛媛県 新居浜市北内町3-12-25

1193 合同会社ＴＦサービス
その他のサービ
ス業

愛媛県 新居浜市久保田町1-1-8

1194 有限会社トミナガ建機 卸売・小売業 愛媛県 新居浜市多喜浜6-6-20
1195 ＵＰ総合株式会社 金融・保険業 愛媛県 新居浜市桜木町1-8
1196 有限会社西日本観光 運輸業 愛媛県 西条市三芳886-1 http://www.nishibus.com./

1197 有限会社垂水味好堂 卸売・小売業 愛媛県 新居浜市若水町2-9-19 http://www.tarumibungu.com

1198 有限会社稲見工作所 製造業 愛媛県 新居浜市垣生3－乙310-1
1199 株式会社寺尾信商店 製造業 愛媛県 西条市朔日市399

1200 有限会社横山工業 建設業 愛媛県
新居浜市西の土居町2-15-
25

1201
株式会社ランドスケープ
ポポーハウス

建設業 愛媛県 新居浜市船木4250

1202 株式会社別子モータース 卸売・小売業 愛媛県 新居浜市久保田町3-9-18 http://bessi-motors.com

1203 有限会社三宅組 建設業 愛媛県 新居浜市中村松木2-6-14
1204 有限会社ワイズ企画 製造業 愛媛県 新居浜市庄内町1-7-27

1205 株式会社愛新
専門・技術サー
ビス業

愛媛県 新居浜市高木町5-33 http://www.doors.to/office/aishin/

1206 株式会社養命 卸売・小売業 愛媛県 新居浜市篠場6-25 www.473500.org
1207 株式会社斉藤溶断 製造業 愛媛県 新居浜市黒島1-3-62
1208 株式会社横井産業 建設業 愛媛県 新居浜市黒島1-6-32

1209 有限会社あゆみ舎
教育・学習支援
業

愛媛県 西条市古川甲323-12

1210 株式会社妻鳥通信工業 情報通信業 愛媛県 新居浜市南小松原町8-66 http://www.mendori.co.jp

1211 スペースアート株式会社 建設業 愛媛県 新居浜市東雲町1-3-28
1212 茎田建設株式会社 建設業 愛媛県 西条市三芳1999-5
1213 株式会社ことぶき精肉店 卸売・小売業 愛媛県 西条市朔日市851-4 http://www.kotobuki-meat.co.jp

1214 富士見産業　有限会社 不動産業 愛媛県 松山市立花1-10-20
1215 株式会社　Ｋ’ｓカーゴ 医療・福祉 愛媛県 松山市土居町776-4 http://tonbo55.jimdo.com/

1216 やまだい　有限会社 不動産業 愛媛県 松山市東石井5-13-11

1217
ダイヤサービス　有限会
社

医療・福祉 愛媛県 松山市立花1-10-20-2F

1218
寺田社会保険労務士事務
所

専門・技術サー
ビス業

愛媛県 松山市三津1-8-4

1219 株式会社　軸と品格 医療・福祉 愛媛県 松山市本町7-24 http://aiyouchiro.jp

1220
準学校法人　松山ビジネ
スカレッジ

教育・学習支援
業

愛媛県 松山市一番町1-4-1 http://www.mbc1946.ac.jp/

1221
有限会社　須賀ポンプ商
会

電気・ガス・熱
供給・水道業

愛媛県 松山市北立花町9-3

1222 株式会社　ＮＥＸＴ
その他のサービ
ス業

愛媛県 東温市志津川739-1

1223 株式会社　美工社 卸売・小売業 愛媛県 松山市大街道3-1-27

1224
ＣＡＦＥ　ＣＡＢＡＲＥ
Ｔ

飲食店・宿泊業 愛媛県 松山市花園町3-1-3F http://cafe-cabaret.com

1225 舛田希仁税理士事務所
専門・技術サー
ビス業

愛媛県 松山市束本1-8-5

1226 株式会社　ＣＰＩ
専門・技術サー
ビス業

愛媛県 松山市宮西3-4-40 http://cpi-ehime.com/

1227 髙松接骨院 医療・福祉 愛媛県 松山市神田町6-16
1228 株式会社　丸伝 卸売・小売業 愛媛県 松山市和泉南4-16-7
1229 上岡商事　株式会社 卸売・小売業 愛媛県 松山市余戸中4-15-19

1230 株式会社　松山建装社
専門・技術サー
ビス業

愛媛県 松山市三番町7-1-7 http://kensosya.co.jp/

1231 株式会社　ＯＧＶ 飲食店・宿泊業 愛媛県 松山市三番町4-6-5

1232
鈴木正幸社会保険労務士
事務所

専門・技術サー
ビス業

愛媛県
松山市樽味2-2-3 ﾗ･ﾏﾄﾞﾚｰﾇ 
2F

http://suzuki-sr.info

1233 有限会社　大谷組 建設業 愛媛県 松山市北久米町45-3

1234 ＷＥＬＬ社労士事務所
専門・技術サー
ビス業

愛媛県
松山市和泉南3-5-5 ｴｰｽｺｰﾄ
和泉南C-1



1235
四国メディコム　株式会
社

情報通信業 愛媛県 松山市姫原3-5-1 http://www.smedicom.co.jp/

1236
株式会社　エイ・エヌ・
システムズ

情報通信業 愛媛県 松山市姫原3-5-1 http://www.ansystems.co.jp/

1237
さきがけ社会保険労務士
事務所

専門・技術サー
ビス業

愛媛県 西予市宇和町卯之町5-255

1238 西部青果　株式会社 卸売・小売業 愛媛県 松山市久万ノ台348-1 http://www.seibu-seika.com

1239 有限会社　ウイル
その他のサービ
ス業

愛媛県 松山市住吉2-9-12

1240 株式会社　エレメント 建設業 愛媛県
松山市此花町7-16　上田ﾋﾞ
ﾙ2F

1241 株式会社　ウイル 卸売・小売業 愛媛県
松山市此花町7-16　上田ﾋﾞ
ﾙ2F

1242 新開畜産食品　有限会社 卸売・小売業 愛媛県 松山市谷町50-5 http://www.shinkai-mp.co.jp/

1243 出海産業　株式会社 建設業 愛媛県 伊予郡松前町大字浜1017

1244
Ｋ’ｓアメニティ　菊池
安晃

建設業 愛媛県 松山市南吉田町1877-8

1245 有限会社　愛媛託送 運輸業 愛媛県 松山市東長戸4-9-1

1246
有限会社　ダスキンタカ
モリ

生活関連サービ
ス・娯楽業

愛媛県 松山市空港通7-5-26

1247 ｆａｃｅ　＋　ｎａｉｌ
生活関連サービ
ス・娯楽業

愛媛県
松山市清水町2-14-12 中島
ﾋﾞﾙ1F

1248 株式会社　松山丸三 卸売・小売業 愛媛県 松山市花園町6-1 http://m-marusan.co.jp/

1249 兵頭水道　株式会社
電気・ガス・熱
供給・水道業

愛媛県 松山市福音寺町564-7

1250 平成住宅産業　株式会社 不動産業 愛媛県 松山市姫原3-9-11
1251 株式会社　ＳＳＰ 情報通信業 愛媛県 松山市山越6-17-11
1252 株式会社　小笠原工業所 製造業 愛媛県 松山市空港通5-10-3 http://www.ogasawara-k.com

1253 中村工業 建設業 愛媛県
松山市東長戸1-3-40 A-1 
206

1254 タイヤリサイクル石丸
その他のサービ
ス業

愛媛県 今治市上浦町盛1201-1

1255 株式会社　田川電工 建設業 愛媛県 松山市南久米町670

1256 hair produce ｄｅｕｘ
生活関連サービ
ス・娯楽業

愛媛県 松山市室町2-3-22

1257
瀬川君子社会保険労務士
事務所

専門・技術サー
ビス業

愛媛県 松山市紅葉町8-10

1258
株式会社　オーエス経営
センター

生活関連サービ
ス・娯楽業

愛媛県 松山市紅葉町8-10

1259
日産プリンス愛媛　株式
会社

卸売・小売業 愛媛県 松山市福音寺町261 http://www.prince-ehime.co.jp

1260 株式会社　き楽庵 医療・福祉 愛媛県 松山市来住町1355
1261 株式会社　夢形堂 卸売・小売業 愛媛県 松山市高井町1288-1 http://www.mukeidou.com

1262 ミセスホーム　株式会社 建設業 愛媛県 松山市山越5-8-15
1263 株式会社　福屋 卸売・小売業 愛媛県 松山市北久米町282

1264
有限会社　タグプロダク
ト

情報通信業 愛媛県 松山市山越5-12-15

1265
株式会社四国技術セン
ター

専門・技術サー
ビス業

愛媛県 新居浜市江口町８－１９

1266 株式会社カイホウ 製造業 愛媛県 四国中央市土居町津根2-8

1267 株式会社森高リゾート 飲食店・宿泊業 愛媛県
四国中央市土居町津根399-
1

http://riina.jp/

1268 有限会社東新工業 製造業 愛媛県 新居浜市観音原町甲14-3
1269 有限会社アイエム工機 製造業 愛媛県 新居浜市垣生3乙310-3 http://www.imkouki.jp
1270 株式会社飯尾電機 製造業 愛媛県 新居浜市萩生1554-1
1271 有限会社高橋電機製作所 製造業 愛媛県 新居浜市城下町4-8 http://tkhs-ew.co.jp/
1272 株式会社村上工業所 製造業 愛媛県 新居浜市黒島1-5-57
1273 有限会社伊藤精工所 製造業 愛媛県 新居浜市多喜浜6-5-14

1274 株式会社尾崎設計事務所
専門・技術サー
ビス業

愛媛県 新居浜市新田町1-5-32

1275
Ｚｉｐｐｙ　ｏｆ　Ｈａ
ｉｒ　野本陽司

生活関連サービ
ス・娯楽業

愛媛県 新居浜市郷5-7-32

1276 有限会社西日本検査工業
専門・技術サー
ビス業

愛媛県 新居浜市八幡2-5-34



1277
株式会社サン・プロアク
ティブ

製造業 愛媛県 西条市河原津甲1-1 http://sun-proactive.jp/

1278 大成機械梱包株式会社 運輸業 愛媛県 新居浜市新田町2-11-20

1279
Ｄｏｇ　Ｓｕｐｐａ　安
永友則

卸売・小売業 愛媛県 新居浜市中須賀町1-8-24 http://www.dogsuppa.jp

1280 株式会社Ｔ３ 卸売・小売業 愛媛県 新居浜市中萩町2-1-2Ｆ
1281 株式会社飛鳥 建設業 愛媛県 西条市新田193-4 http://www.asuka-japan.co.jp

1282
株式会社エムディテクノ
ス

製造業 愛媛県 西条市港字北新地357-3 http://www.md-technos.com

1283 三和住宅株式会社 不動産業 愛媛県 新居浜市高木町2-6 http://www.sanwa34-0404.jp

1284 株式会社イメージテック
専門・技術サー
ビス業

愛媛県 新居浜市江口町4-27 http://www.imagetec.co.jp

1285 富士興業株式会社 建設業 愛媛県 新居浜市磯浦町9-9 http://fujikoug.co.jp/about/company/

1286 渡辺建設株式会社 建設業 愛媛県 四国中央市土居町津根430 http://www.watakenhome.co.jp/

1287 鈴木工業株式会社 製造業 愛媛県 西条市港新地1-6

1288 有限会社村上鉄工所 製造業 愛媛県
四国中央市川之江町字開田
422-4

http://www.murakami-iron.co.jp

1289 ヒカリ紙工株式会社 製造業 愛媛県
四国中央市土居町津根3666
－1

http://www.hikarishikou.co.jp

1290
株式会社　佐々木エンジ
ニアリング

製造業 愛媛県 四国中央市寒川町563 http://sasakieng.co.jp/aboutus/index.html

1291 ＳＲＫ株式会社
専門・技術サー
ビス業

愛媛県 西条市神拝150-1 http://srk-eng.co.jp

1292
株式会社おおにしカンパ
ニー

卸売・小売業 愛媛県 新居浜市徳常町10-26

1293 株式会社吉岡弘美塗装 建設業 愛媛県 新居浜市本郷3-5-45
1294 三木産業株式会社 製造業 愛媛県 新居浜市黒島1-1-23
1295 株式会社四国地盤 建設業 愛媛県 新居浜市磯浦町18-2
1296 株式会社松本 建設業 愛媛県 新居浜市下泉町1-17-58

1297
株式会社みかん不動産　
今治

不動産業 愛媛県 今治市馬越町3-3-11 http://www.mikan-fudousan.com

1298
株式会社みかん不動産　
松山

不動産業 愛媛県 松山市和泉南6-2-27 http://www.mikan-fudousan.com

1299 hair produce Ｇｉｆｔ
生活関連サービ
ス・娯楽業

愛媛県
松山市湊町4-12-10　佐伯
物産ﾋﾞﾙ　2Ｆ

1300
脳活性サポート会社ｇｉ
ｆｔ

教育・学習支援
業

愛媛県 松山市空港通2-2-35

1301
株式会社　アドバンス・
健正

その他のサービ
ス業

愛媛県 伊予市市場甲130-1

1302
有限会社　ベストパート
ナー

医療・福祉 愛媛県 伊予市市場甲130-1

1303
株式会社オートショップ
松岡

卸売・小売業 愛媛県 松山市溝辺町甲321-17 http://as-matsuoka.main.jp/

1304
株式会社　松山電子計算
センター

情報通信業 愛媛県 松山市三番町4-9-12 http://www.mccwave.co.jp/

1305 Ｐａｐａｉｎベーカリー 卸売・小売業 愛媛県
松山市古三津5-10-35　商
船ﾋﾞﾙ1Ｆ

1306 株式会社　ジツタ 卸売・小売業 愛媛県 松山市三番町4-9-12 http://www.jitsuta.co.jp

1307 有限会社　成和技研
専門・技術サー
ビス業

愛媛県 今治市波方町養老甲829-5

1308 株式会社　オオハラ 卸売・小売業 愛媛県 松山市鷹子町372-7 http://www.iyo.ne.jp/ohara/

1309 束本歯科医院 医療・福祉 愛媛県 松山市枝松5-1-22 http://www.tukamoto-shika.com/

1310
株式会社ＭＩＣＨＩＫＵ
ＳＡ

飲食店・宿泊業 愛媛県 松山市下難波甲318-1 http://michikusa.in

1311 松山酒販　株式会社 卸売・小売業 愛媛県 松山市空港通1-14-7

1312
Ｗ．Ｓ．Ｋ労務管理事務
所

専門・技術サー
ビス業

愛媛県 松山市中西外98-1

1313 エイトワン株式会社 製造業 愛媛県
四国中央市中之庄町1694－
3

1314 株式会社ＡＰ
その他のサービ
ス業

愛媛県
新居浜市徳常町2-8　KATO
ビル

http://ap-ss.biz

1315
明紀エンジニアリング株
式会社

建設業 愛媛県 四国中央市三島宮川3-7-27 http://nttbj.itp.ne.jp/0896223319/index.html

1316 桧垣スレート株式会社 製造業 愛媛県 新居浜市庄内町3-1-46 http://www.higaki-kawara.jp/company.html



1317 正起ガス株式会社 卸売・小売業 愛媛県 新居浜市観音原町甲6-7

1318
株式会社ニューパック住
友

卸売・小売業 愛媛県 新居浜市新須賀町2-6-21

1319
有限会社永愛ヒューマン
リソーシズ

その他のサービ
ス業

愛媛県
新居浜市大生院2151-10　
東予産業創造センター２階

http://www.eiai-works.jp

1320
特定非営利活動法人　ｅ
ワーク愛媛

その他のサービ
ス業

愛媛県
新居浜市大生院2151-10　
東予産業創造センター２階

1321
愛媛東部ヤクルト販売株
式会社

卸売・小売業 愛媛県 新居浜市徳常町8-47 http://www.yec.co.jp

1322 株式会社ＴＲＥＳＯＲ
生活関連サービ
ス・娯楽業

愛媛県 四国中央市中曽根町5069-3 http://www.shikoku-tresor.jp

1323 株式会社センコー 製造業 愛媛県 新居浜市多喜浜2-12-76 http://frp-senko.com/information.html

1324 株式会社東亜商会 卸売・小売業 愛媛県 新居浜市北新町2-33 http://www.toa-gp.jp
1325 東亜産業株式会社 卸売・小売業 愛媛県 新居浜市北新町2-33 http://www.toa-gp.jp

1326
有限会社ミートハウスフ
ジタ

その他のサービ
ス業

愛媛県 西条市飯岡3188 http://club-meet.com/

1327 株式会社フロンティア 農業・林業 愛媛県 新居浜市垣生4-1-29
1328 百姓屋　藤田 農業・林業 愛媛県 新居浜市垣生6-13-11
1329 サンホーム株式会社 建設業 愛媛県 西条市新田町173-1 http://www.sun-home.jp

1330 株式会社曽我部鉄工所 製造業 愛媛県 新居浜市阿島1-4-25

1331
協同組合新居浜給食セン
ター

卸売・小売業 愛媛県 新居浜市政枝町3-2-11

1332 車工房　安藤
その他のサービ
ス業

愛媛県 新居浜市多喜浜1-1-14 http://vsa6186.com/

1333 有限会社太鼓 飲食店・宿泊業 愛媛県 西条市丹原町丹原266-2
1334 あゆみファーム株式会社 農業・林業 愛媛県 西条市丹原町高松500
1335 株式会社モア・ステージ 卸売・小売業 愛媛県 新居浜市多喜浜1-6-12 http://more-stage.com/sub3.htm

1336 (株)アイシーシー 情報通信業 愛媛県 新居浜市西原町2-4-34 http://www.ichimiya.co.jp/icc/

1337 有限会社　ニシオカ産機 製造業 愛媛県 東温市下林甲458-1

1338 株式会社　青空社
その他のサービ
ス業

愛媛県 松山市清水町1-2-10

1339 株式会社　ウィステリア
教育・学習支援
業

愛媛県 東温市横河原189

1340
株式会社　グレイルワー
クス

製造業 愛媛県 松山市和泉北4-5-16 http://www.grail-works.co.jp

1341 松山地下開発　株式会社 建設業 愛媛県 松山市味酒町1-2-6 http://mchika.com
1342 株式会社アートシール 製造業 愛媛県 四国中央市妻鳥町1023

1343 有限会社シンシア 医療・福祉 愛媛県
四国中央市金生町山田井乙
17-1　ｳﾞｨﾗ・ｸﾞﾘｰﾝﾋﾙｽﾞ2

1344
四国竹林塗装工業株式会
社

建設業 愛媛県 新居浜市泉池町3-24 http://s-take.jp/

1345 近藤物産株式会社 卸売・小売業 愛媛県 新居浜市中須賀町1-3-58
1346 有限会社池田食品工場 卸売・小売業 愛媛県 新居浜市庄内町3-11-24

1347 株式会社アン・クレア
生活関連サービ
ス・娯楽業

愛媛県 西条市樋之口130-1 http://www.anncrea.com

1348
フードピアせいしん株式
会社

卸売・小売業 愛媛県 新居浜市菊本町2-6-4

1349 大屋不動産株式会社 不動産業 愛媛県 西条市神拝甲535-1

1350
有限会社竹林住宅設備機
器

建設業 愛媛県 新居浜市大生院83-1

1351
ピーコックフーズ株式会
社

卸売・小売業 愛媛県 西条市ひうち3-52 http://www.peacock-f.co.jp

1352 有限会社プラネット
教育・学習支援
業

愛媛県 新居浜市中萩町5-15 http://planet2001.com/

1353
パティスリーエム　森　
一成

卸売・小売業 愛媛県 新居浜市松原町5-19

1354
株式会社　日本エイジェ
ント

不動産業 愛媛県 松山市湊町1-1-16 http://www.nihon-agent.co.jp

1355 南友木材　株式会社 製造業 愛媛県 松山市本町3-1-19
1356 株式会社　アサヒ 製造業 愛媛県 松山市雄郡1-9-29 http://www.asahifan.com/

1357
株式会社リンダリージャ
パン

卸売・小売業 愛媛県 松山市イ井門町375-6

1358 株式会社　Ａｒｉａ 医療・福祉 愛媛県 松山市南白水1-10-3 http://www.aria.ehime.jp

1359 さきやま接骨院 医療・福祉 愛媛県 松山市永代町4-5-102 http://www.2005sakiyama.com



1360
グラフィックデザイン事
務所　ストローク

専門・技術サー
ビス業

愛媛県 松山市北条辻1396 http://www.stroke-d.com

1361 株式会社　三幸 卸売・小売業 愛媛県 松山市三番町4-7-6 http://www.3kou.tv
1362 有限会社　立花タクシー 運輸業 愛媛県 松山市立花3-1-15

1363
株式会社　ＫＭ労務コン
サルティングオフィス

専門・技術サー
ビス業

愛媛県 西予市宇和町卯之町5-255 http://www.masterslink.jp/sr/miyoshi/index.html

1364
社会保険労務士　ケイエ
ム・オフィス

専門・技術サー
ビス業

愛媛県 西予市宇和町卯之町5-255 http://www.masterslink.jp/sr/miyoshi/index.html

1365
株式会社イナミコーポ
レーション

生活関連サービ
ス・娯楽業

愛媛県 西条市ひうち6-12 http://www.inami-173.co.jp

1366 株式会社ヒロコウ 製造業 愛媛県 新居浜市新田町2-1-7 http://hirokou.biz/index.html

1367 朝日ガス株式会社 卸売・小売業 愛媛県 新居浜市久保田町3-2-1
1368 有限会社白石塗料 卸売・小売業 愛媛県 新居浜市本郷2-1-7

1369 株式会社青木電機
その他のサービ
ス業

愛媛県 新居浜市泉宮町4-2

1370 有限会社神野農機 卸売・小売業 愛媛県 新居浜市郷1-1-
1371 株式会社秋山板金工業所 建設業 愛媛県 新居浜市瀬戸町8-10

1372 有限会社写車楽
専門・技術サー
ビス業

愛媛県 西条市大町445-1

1373 大正リメイク株式会社 建設業 愛媛県 新居浜市王子町4-18 http://www.taisyou-remake.co.jp

1374 茨木縫製株式会社 製造業 愛媛県 西条市氷見丙125-1 http://www.anoe.jp

1375
株式会社シスディブリン
ク

情報通信業 愛媛県
西条市神拝甲150-1　西条
産業情報支援センターイン
キュベータ室14

http.//sysdev.link/

1376
有限会社ビューティコラ
ボレーション

生活関連サービ
ス・娯楽業

愛媛県 新居浜市瀬戸町8-44

1377 株式会社ＤＩＰ
その他のサービ
ス業

愛媛県 新居浜市船木甲2336-41

1378 三王ハウジング株式会社 建設業 愛媛県 新居浜市阿島1-5-35
1379 土岐機械工業株式会社 製造業 愛媛県 新居浜市黒島1-6-52

1380 株式会社関西クリーン
その他のサービ
ス業

愛媛県 新居浜市多喜浜6-10-50

1381 有限会社せとうち広告
生活関連サービ
ス・娯楽業

愛媛県 新居浜市郷4-2-35 http://www.t-time.co.jp

1382 株式会社篠原鉄筋 建設業 愛媛県 新居浜市船木5095-1 http://www.shinohara-tekkin.co.jp/

1383 有限会社ファイブテン
生活関連サービ
ス・娯楽業

愛媛県 新居浜市土橋1-8-38

1384 サンフラワー株式会社 建設業 愛媛県 新居浜市王子町4-11 http://www.sunflower-eco.com/

1385 株式会社サイバー 製造業 愛媛県 新居浜市中村松木1-8-21 http://www.aono.co.jp/cyber

1386 株式会社シーライブ
専門・技術サー
ビス業

愛媛県 新居浜市大生院2151-10 http://www.sealive.co.jp/

1387
日泉ポリテック　株式会
社

製造業 愛媛県 大洲市長浜町拓海3-12 http://www.ichimiya.co.jp/nsp/

1388 MEN'S HAIR　ＥＤＧＥ
生活関連サービ
ス・娯楽業

愛媛県
松山市市坪北2-11-27 ｼｬﾄﾚ
市坪102

1389 カットサロン　グレート
生活関連サービ
ス・娯楽業

愛媛県 南宇和郡愛南町御荘1562-1

1390
有限会社　矢野意匠紋工
所

製造業 愛媛県 今治市別宮町4-5-50

1391 はなみずき動物病院
専門・技術サー
ビス業

愛媛県 松山市古川南1-11-15 http://hanamizuki-pet-clinic.jp/

1392 そがべ珠算塾
教育・学習支援
業

愛媛県 松山市西石井3-8-8 http://eigosorobansogabe.jimdo.com/

1393
株式会社　スカイネット
システム

情報通信業 愛媛県 松山市北斎院町636-6 http://www.skynet-sys.co.jp

1394 桜製麺　株式会社 飲食店・宿泊業 愛媛県 松山市朝生田町5-3-20
1395 株式会社　プライサー 情報通信業 愛媛県 松山市久米窪田町487-2 http://www.pricer.co.jp

1396 酒井啓司税理士事務所
専門・技術サー
ビス業

愛媛県
松山市湊町4-2-1 湊町森ﾋﾞ
ﾙ5F

http://sakai-z.com

1397
有限会社　三和シロアリ
消毒

建設業 愛媛県 松山市西石井4-4-38

1398 青野海運株式会社 運輸業 愛媛県 新居浜市新田町1-1-17 http://www.aono.co.jp
1399 有限会社上田電工 建設業 愛媛県 新居浜市江口町11-22



1400
有限会社朝日新聞近藤新
聞舗

卸売・小売業 愛媛県 新居浜市東雲町1-4-37

1401 株式会社モア・ステージ 卸売・小売業 愛媛県 新居浜市多喜浜1-6-12

1402
有限会社安芸エンジニア
リング

専門・技術サー
ビス業

愛媛県 新居浜市徳常町7-3

1403 株式会社大栄電工 建設業 愛媛県 新居浜市宇高町5-3-37

1404 有限会社プランテック
専門・技術サー
ビス業

愛媛県 新居浜市郷1-15-15 http://www.plantech.jp

1405 フルール　北岡弓枝
生活関連サービ
ス・娯楽業

愛媛県 新居浜市西の土居町2-7-45 http://www.fleur.me/fleur.html

1406 株式会社高橋精工 製造業 愛媛県 西条市早川字杓子2158-20 http://www.seiko-t.ip/

1407
株式会社邁進エンジニア
リング

製造業 愛媛県 新居浜市上原甲

1408 株式会社アソシエス 飲食店・宿泊業 愛媛県 新居浜市新須賀町2-3-40 http://www.asocies.com

1409 株式会社大昌鉄工所 製造業 愛媛県 四国中央市川之江町910 http://www.daisho-iw.com

1410
ユースエンジニアリング　
株式会社

専門・技術サー
ビス業

愛媛県 新居浜市新田町1-6-22

1411 河端硝子株式会社 建設業 愛媛県 新居浜市中須賀町2-2-5

1412
いずみサポート株式会社　
愛媛支社

専門・技術サー
ビス業

愛媛県 新居浜市惣開町5-2

1413 株式会社藤田組 建設業 愛媛県 西条市港501

1414
株式会社　マクロキッチ
ンキグフジ

卸売・小売業 愛媛県 新居浜市庄内町4-6-68 http://less.co.jp

1415
ＮＵＴＳカスタムサイク
ルズ　薦田浩志

卸売・小売業 愛媛県
四国中央市土居町蕪埼
2634-2

1416 株式会社日管 建設業 愛媛県 新居浜市寿町10-25
1417 有限会社川井工業 製造業 愛媛県 新居浜市多喜浜3-7-48

1418 近藤印刷工業株式会社 製造業 愛媛県
四国中央市川之江町4060-
15

http://www.kondo-print.jp

1419
株式会社　あひるのみず
かき

飲食店・宿泊業 愛媛県 松山市三番町1-4-7

1420
入江工研株式会社　四国
事業所

製造業 愛媛県 伊予市中山町出渕4-1580-1

1421 有限会社　谷本歯研 医療・福祉 愛媛県 松山市余戸中1-1-3

1422 ＴＲＩＮＩＴＹ
生活関連サービ
ス・娯楽業

愛媛県 松山市束本1-4-37

1423
株式会社　メディカル
ネットワークＣ３

医療・福祉 愛媛県
松山市永代町4-5　ｻﾝﾊｲﾑ松
山102

http://2005sakiyama.com

1424 有限会社　矢野自動車
その他のサービ
ス業

愛媛県 松山市和気町2-842-2

1425 もつやきと旨酒　獅子丸 飲食店・宿泊業 愛媛県
松山市花園町5-5 坂本無線
商会ﾋﾞﾙ5F

1426 株式会社　たいしん 医療・福祉 愛媛県 松山市太山寺町2416-3

1427
猪羽社会保険労務士事務
所

専門・技術サー
ビス業

愛媛県 松山市和泉南1-9-37 http://inoha-sharoushi.main.jp

1428 株式会社河上工芸所 製造業 愛媛県 西条市今在家849-3 http://www.someya-kawakamikougeisho.com/company/

1429 原田農園　原田耕治 農業・林業 愛媛県 西条市丹原町池田1870-2
1430 有限会社テンタートル 卸売・小売業 愛媛県 西条市樋之口22-7 http://sogame-drug.com/company/

1431
林歯科クリニック　林　
幸央

医療・福祉 愛媛県 新居浜市萩生509-1 http://www.hayashi-shika.net/

1432
株式会社マール・コーポ
レーション

医療・福祉 愛媛県 四国中央市川之江町1887-9

1433 太平紙器株式会社 製造業 愛媛県 四国中央市川之江町804 http://www.taiheishiki.co.jp/

1434 有限会社魚茂 製造業 愛媛県 西条市東町308
1435 株式会社日進鉄工所 製造業 愛媛県 西条市丹原町田野上方1016
1436 薦田紙工業株式会社 製造業 愛媛県 四国中央市寒川町4789 http://komoda-paper.com/

1437 株式会社Ｇｌａｎｚ 製造業 愛媛県 新居浜市上原4-2-65
1438 株式会社　青木塗装店 建設業 愛媛県 松山市古川北1-2-21

1439 福島化学松山　株式会社
その他のサービ
ス業

愛媛県 松山市天山3-9-37 http://www.fukusimakagaku-matuyama.co.jp

1440 合同会社　介護ムラナカ 医療・福祉 愛媛県 大洲市新谷乙537-1
1441 うちカフェ　Ｍｉｋｅ 飲食店・宿泊業 愛媛県 松山市正円寺2-5-28

1442
株式会社　イーシステム
ズ

情報通信業 愛媛県 松山市北井門5-16-21 http://e-systems.co.jp



1443
社会福祉法人　双星会　
高木保育園

医療・福祉 愛媛県 松山市高木町252 http://www.takagihoikuen.jp

1444
有限会社　エンジョイラ
イフ　小規模多機能　亀
の郷

医療・福祉 愛媛県 大洲市松尾1170-12

1445 アイアンドエム 情報通信業 愛媛県
松山市三番町5-13-10ﾘﾊﾟｯ
ﾌﾟﾋﾞﾙ6F

http://innovation-management.jp

1446 美容室　ボア
生活関連サービ
ス・娯楽業

愛媛県
松山市花園町3-14 岡田ﾋﾞﾙ
1F

1447 株式会社　伸栄設計
専門・技術サー
ビス業

愛媛県 松山市萱町2-1-11 http://www.sinei-design.co.jp

1448 株式会社トムズ 卸売・小売業 愛媛県 四国中央市川之江町252-5 http://toms-grp.com/
1449 有限会社むらかみ 製造業 愛媛県 新居浜市多喜浜5-3-85 http://murakami-tatami.jp

1450
白石車体工業所　白石知
巳

その他のサービ
ス業

愛媛県 新居浜市宇高町4-14-48 http://www.shiraishishatai.com/

1451
株式会社エスエスコーポ
レーション

卸売・小売業 愛媛県 新居浜市宮原町9-4 http://www.s-s-corporation.com

1452 有限会社第一四国 医療・福祉 高知県 吾川郡いの町6483-8

1453 須工ときわ株式会社 建設業 高知県
高知市潮新町2丁目12番32
号

1454 相互物流株式会社 運輸業 高知県 高知市大津甲654

1455 大容基功工業株式会社 建設業 高知県
高知市高須新町2丁目15番7
号

1456 高知石油株式会社 卸売・小売業 高知県 高知市本町5丁目6番44号
1457 有限会社愛機工業 建設業 高知県 高知市一宮東町1-25-5
1458 有限会社恒石工務店 建設業 高知県 高知市二葉町4-12

1459 株式会社一秀
その他のサービ
ス業

高知県 高知市南はりまや町2-6-4

1460
有限会社ケアコミュニ
ケーション

医療・福祉 高知県 高知市瀬戸2-13-47

1461 有限会社東印度公司 卸売・小売業 高知県 高知市帯屋町2-2-23

1462
ネッツトヨタ高知株式会
社

卸売・小売業 高知県 高知市札場3-23

1463 有限会社ダイワ青陽社
専門・技術サー
ビス業

高知県 高知市はりまや町2-6-2

1464
有限会社カーセンター大
西

卸売・小売業 高知県 高知市葛島2丁目3-41

1465 高知総合防災有限会社
その他のサービ
ス業

高知県 高知市朝倉東町47-28

1466 株式会社クリケット
その他のサービ
ス業

高知県
高知市鴨部1476-11ロイヤ
ルハイツ102

1467 salon　rough
生活関連サービ
ス・娯楽業

高知県 高知市北久保19-16

1468 有限会社沖野カンパニー 医療・福祉 高知県 高知市九反田4-26-603
1469 室戸海洋深層水株式会社 卸売・小売業 高知県 室戸市室戸岬町3476-1

1470
株式会社オフィスパート
ナー

卸売・小売業 高知県
高知市中の島1-79MORIマン
ション1

1471 有限会社ほうじゅ 医療・福祉 高知県 高知市西泰泉寺257-6
1472 株式会社菊寿司 飲食店・宿泊業 高知県 高知市帯屋町1丁目7番19号

1473
有限会社　じぃんず工房
大方

建設業 高知県 幡多郡黒潮町下田の口536 http://isa-kuroshio.com/

1474 株式会社　マシュール 製造業 高知県 宿毛市高砂34-36

1475
ニュー佐賀温泉　株式会
社

飲食店・宿泊業 高知県
幡多郡黒潮町拳ノ川2161番
地

http://www.kobushino-sato.jp/

1476 小田蒲鉾 製造業 高知県 四万十市一条通2-27
1477 株式会社　よりおか 卸売・小売業 高知県 宿毛市平田町戸内

1478 株式会社　文誠堂 卸売・小売業 高知県
四万十市右山天神町9番24
号

1479 株式会社　いろり食品 製造業 高知県 幡多郡黒潮町入野558-2
1480 株式会社山元 卸売・小売業 高知県 高知市梅ノ辻8-12
1481 有限会社ロイヤル 卸売・小売業 高知県 高知市介良乙1092 http://www.kochi-royai.com/info.htm

1482
有限会社グランドワーク
ス

建設業 高知県 高知市萩町1-3-38 http://www.gworks.co.jp

1483 株式会社明洋 建設業 高知県 高知市萩町1-3-38



1484 株式会社ダイドウ 建設業 高知県 高知市加賀野井2-21-7 http://www.daido-kochi.com/

1485
株式会社Kライズホールデ
ｲングス

金融・保険業 高知県
高知市杉井流5-18三井ビル
2F

1486 有限会社マイム 建設業 高知県 高知市北本町3-9-5-8
1487 合同会社まんさくの里 医療・福祉 高知県 土佐市塚地331-1
1488 株式会社ICU 情報通信業 高知県 高知市秦南町1-9-2　1F
1489 NPO法人うーたん 医療・福祉 高知県 南国市大埇甲1960-2
1490 医療法人レザレクト 医療・福祉 高知県 香南市野市町西野2192-2

1491 wanlife
その他のサービ
ス業

高知県 高知県四万十市具同2718-4 www.wanlife-kochi.com

1492 株式会社永野 製造業 高知県
高知県土佐清水市笹原谷
853番地1-2

www.k-nagano.co.jp/

1493
ﾈｽﾄ･ｳｴｽﾄｶﾞｰﾃﾞﾝ土佐
株式会社土佐西南黒潮観
光

飲食店・宿泊業 高知県
高知県幡多郡黒潮町入野
184

www.nest-wgt.jp

1494
土佐清水海洋開発株式会
社

卸売・小売業 高知県
高知県土佐清水市清水932-
5

http://www.ashizuri.jp/howto.htm

1495 有限会社第一乳業 卸売・小売業 高知県 高知県土佐清水市旭町6-8

1496 株式会社ライフケア竹村 医療・福祉 高知県
高知県土佐清水市西土佐村
西ヶ方603-1

www.kaigonohonne.com/ownership/35290

1497 有限会社　竹村綜合建設 建設業 高知県
高知県四万十市西土佐江川
崎1958

1498
社会福祉法人　合歓木の
会

医療・福祉 高知県
高知県土佐清水市グリーン
ハイツ20-21

1499 有限会社清水車検整備
その他のサービ
ス業

高知県
高知県土佐清水市旭町67番
1号

1500
有限会社土佐佐賀産直出
荷組合

製造業 高知県
高知県幡多郡黒潮町佐賀72
番地1

1501
特定非営利活動法人しい
のみ

医療・福祉 高知県
高知県幡多郡黒潮町出口85
番地

1502 有限会社ソルティーブ 製造業 高知県 高知県幡多郡黒潮町佐賀48

1503 株式会社しまんと企画 飲食店・宿泊業 高知県
高知県四万十市西土佐用井
1100

www.seirashimanto.com/

1504 株式会社井上保険事務所 金融・保険業 高知県
高知県四万十市右山五月町
13-1

www.inoue-hoken.co.jp

1505 株式会社介援隊 医療・福祉 高知県
高知県土佐清水市具同
5303-4

1506 井上農園 農業・林業 高知県 高知県四万十市不破72-9

1507
有限会社たんぽぽ訪問介
護事務所

医療・福祉 高知県
高知県宿毛市橋上町平野
228

1508 佐竹木材有限会社 製造業 高知県 高知県四万十市蕨岡2080-1
1509 ガーデンクリエイト 建設業 高知県 高知県四万十市古津賀3-84

1510 株式会社シーサークル
生活関連サービ
ス・娯楽業

高知県
高知県土佐清水市養老303
海の駅「あしずり」内

http://seacircle.jp

1511 学校法人しみず幼稚園
教育・学習支援
業

高知県
土佐清水市グリーンハイツ
16-4

1512 株式会社カツマジャパン 製造業 高知県 高知県四万十市佐岡541 http://www.mugiya.net

1513
社会福祉法人　清和会あ
んきな家

医療・福祉 高知県
高知県土佐清水市加久見
1464-279

1514 株式会社田辺豊建設 建設業 高知県 高知県四万十市具同2411

1515 株式会社亀乃子 医療・福祉 高知県
高知県土佐清水市グリーン
ハイツ8-2

1516 有限会社カネキチ 製造業 高知県
高知県土佐清水市厚生町8
番5号

1517 有限会社福永工業 建設業 高知県
高知県四万十市中村大橋通
6丁目5番1号

1518 炭火串焼　丸ちょう 飲食店・宿泊業 高知県
高知県四万十市中村大橋通
6丁目6番17号

1519 有限会社あさひサービス 医療・福祉 高知県 高知県宿毛市高砂7-11
1520 有限会社たけだ石油店 卸売・小売業 高知県 高知県土佐清水市元町8-10

1521 昭和木材株式会社 製造業 高知県
高知県四万十市西土佐生
287番地

1522 株式会社杉本住宅産業 建設業 高知県
高知県四万十市具同5114番
地

https://sugimoto-js.jp/



1523 有限会社ダスキン大杉 不動産業 高知県
高知県四万十市一条通4-4-
8

1524 オートガレージZERO 卸売・小売業 高知県
高知県四万十市古津賀
2605-1

1525 有限会社山下水産 卸売・小売業 高知県
高知県土佐清水市三崎浦3-
6-27

1526 橋田造船所 製造業 高知県 須崎市大谷847
1527 有限会社創立工業 製造業 高知県 高知市仁井田4496-2
1528 株式会社ポルカ 医療・福祉 高知県 高知市種崎513-2
1529 ブレーン有限会社 卸売・小売業 高知県 高知市本町2-1-37

1530 株式会社OJI
その他のサービ
ス業

高知県 高知市前里78

1531 株式会社ピオリア
生活関連サービ
ス・娯楽業

高知県 高知市大谷公園町5-5

1532 株式会社三喜屋 飲食店・宿泊業 高知県
高知市薊野西町3丁目8番3
号

1533 有限会社四国浄管 建設業 高知県 高知市南御座19-31

1534
学校法人島内学園（フレ
ンド幼稚園）

教育・学習支援
業

高知県 南国市下野田61-3

1535 有限会社カリヤテント
その他のサービ
ス業

高知県 土佐市波介1878-1

1536
四国情報管理センター株
式会社

その他のサービ
ス業

高知県
高知市一ツ橋町1丁目36番
地

1537 BGM高知株式会社 情報通信業 高知県 高知市北高見町281-2
1538 有限会社高知楽器 卸売・小売業 高知県 高知市本町2丁目2-3
1539 アドおおはら 卸売・小売業 高知県 高知市朝倉丙2159-1

1540
株式会社シーフロアコン
トロール

製造業 高知県 高知市神田1120-7

1541 有限会社足摺国際観光 飲食店・宿泊業 高知県
高知県土佐清水市足摺岬
218番地

http://www.ashizuri.co.jp

1542
非営利活動法人高知県介
護の会つどいの場えびす

医療・福祉 高知県 高知県四万十市国見929-1

1543 株式会社アースエイド 製造業 高知県 須崎市浦ノ内西分2622 http://www.earth-aid.jp/

1544 株式会社ホテル海上館 飲食店・宿泊業 高知県
高知県土佐清水市足摺岬
546番地5番

http://www.kaijyoukan.net/

1545 有限会社パンのピノキオ 製造業 高知県
高知県四万十市中村一条通
4-3-30

1546 有限会社ワンカラ 医療・福祉 高知県 高知県宿毛市港南台2-11-3

1547
クリハラフードサーピス
有限会社

卸売・小売業 高知県
高知県宿毛市駅前2丁目708
番

1548 株式会社久松製パン所 卸売・小売業 高知県
高知県土佐清水市天神町1-
16

1549 有限会社みやむら 卸売・小売業 高知県
高知県土佐清水市三崎浦4-
1-5

1550
特別養護老人ホームシー
サイドホーム

医療・福祉 高知県
高知県幡多郡黒潮町有井川
12番地1

1551 有限会社青光 卸売・小売業 高知県
高知県土佐清水市栄町1番5
号

1552 有限会社竹葉タイヤ 卸売・小売業 高知県
高知県宿毛市南沖須加2番
15号

1553 有限会社吉永 卸売・小売業 高知県
高知県土佐清水市中浜198-
4

1554 株式会社すくも酒造 製造業 高知県 高知県宿毛市松田町7番2号

1555
土佐観光株式会社
足摺パシフィックホテル
花椿

飲食店・宿泊業 高知県
高知県土佐清水市足摺岬
783番地

1556
たつくし海中観光株式会
社

運輸業 高知県
高知県土佐清水市三崎
4135-2

1557 橋本設備 建設業 高知県
高知県土佐清水市元町10-
10

1558 峰本農園 農業・林業 高知県 高知県土佐清水斧積225

1559 有限会社野町建設 建設業 高知県
高知県幡多郡三原村狼内
473-2



1560 有限会社肉のなかおか 飲食店・宿泊業 高知県
高知県土佐清水市中央町3
番16号

1561
社会福祉法人黒潮福祉会
黒潮町特別養護老人ホー
ムかしま荘

医療・福祉 高知県
高知県幡多郡黒潮町佐賀
3177

1562 フラワー花久 卸売・小売業 高知県
高知県土佐清水市汐見町6-
3

1563 フラワーミキ 卸売・小売業 高知県 高知県土佐清水市元町11-2

1564
有限会社矢野保険サービ
ス

金融・保険業 高知県
高知県宿毛市平田町戸内
2214-12

1565
有限会社カマタ保険サー
ビス

金融・保険業 高知県
高知県四万十市中村大橋通
7-12-17

1566 窪津漁協協同組合
複合サービス事
業（郵便局・農
業協同組合等）

高知県
高知県土佐清水市窪津482-
2

1567 ジュジュミツコ山口京太 卸売・小売業 高知県
高知市はりまや町1-11-10
アドレスハリマヤ1F

1568 株式会社若葉産業 製造業 高知県 高知市仁井田4591-1

1569
株式会社ワールドコーラ
ル

卸売・小売業 高知県 高知市仁井田187-3

1570
株式会社米村組中土佐生
コンクリート部

製造業 高知県 高岡郡中土佐町久礼5905

1571 株式会社コマ 情報通信業 高知県 高知市本町4丁目1-6
1572 有限会社アトラクト 卸売・小売業 高知県 高知市北久保20-23 http://www.attract-em.com

1573 合資会社友輪 医療・福祉 高知県 土佐市蓮池3625-1

1574
室戸黒潮協同組合（海の
駅　とろむ）

飲食店・宿泊業 高知県 室戸市室戸岬町6810-152 http://www.muroto-dc.jp/toromu/

1575
有限会社シンセイ測量設
計

建設業 高知県 高知市葛島3丁目5-11

1576
株式会社ファースト・コ
ラボレーション

不動産業 高知県 高知市南川添8-17

1577
有限会社ハッピーケア高
知

医療・福祉 高知県 高知市宝町30-9

1578 株式会社ホームイン 建設業 高知県 高知市薊野中町13-18 http://www.home-in.co.jp

1579 有限会社トヨクニ 製造業 高知県 南国市亀岩718-2 http://toyokuni.net
1580 株式会社マルエイ 飲食店・宿泊業 高知県 高知市北本町2-4-8 http://lossin.co.jp

1581
有限会社リトルカンパ
ニー・オブ・ジェイケイ

飲食店・宿泊業 高知県 高知市北本町3-11 http://ryomahotel.jp

1582 株式会社常光電機 建設業 高知県 高知市大津甲1418-29
1583 社会福祉法人太陽福祉会 医療・福祉 高知県 土佐市波介1276-4

1584 室戸黒潮協同組合
複合サービス事
業（郵便局・農
業協同組合等）

高知県 室戸市室戸岬町6810-152

1585 株式会社トミナガ 製造業 高知県 高知市布師田3981-5

1586 株式会社アクトリゾート 飲食店・宿泊業 高知県
高知県土佐清水市足摺岬字
東畑433-3

http://www.terume.com/

1587 足摺岬有限会社 農業・林業 高知県
高知県土佐清水市汐見町
23-3

1588 幡多上島珈琲株式会社 卸売・小売業 高知県
高知県四万十市駅前町11-
18

1589 オガワマリンサービス 卸売・小売業 高知県
高知県宿毛市坂ノ下1023-
37

http://www.ogawa-marine.com/

1590 有限会社ユニコム
教育・学習支援
業

高知県
高知県四万十市右山天神町
4-1（松田ビル）

1591
株式会社パークビュー
ふぁーむ

農業・林業 高知県
高知県幡多郡大月町芳の沢
1994

1592
ピザ・ロイヤルハット中
村店9-21

飲食店・宿泊業 高知県 高知県四万十市右山天神町

1593 株式会社長尾ガス 卸売・小売業 高知県
高知県宿毛市中央7丁目2-
34

1594
幡多三菱自動車販売株式
会社中村本店

卸売・小売業 高知県
高知県四万十市古津賀4丁
目107番地

1595
有限会社アクトコンサル
タント

専門・技術サー
ビス業

高知県
高知県宿毛市港南台1丁目7
号



1596
ホテルココモ（有）イケ
ダ

飲食店・宿泊業 高知県 高知県四万十市右山366

1597
社会福祉法人　土佐清水
市社会福祉協議会

医療・福祉 高知県 高知県土佐清水市寿町11-9 http://www.tosashimizu-fukushi.or.jp/

1598 清水自動車
専門・技術サー
ビス業

高知県 高知県四万十市具同245

1599 有限会社笹工務店 建設業 高知県
高知県土佐清水市天神町
12-25

1600 理容　いいとも
生活関連サービ
ス・娯楽業

高知県
高知県四万十市古津賀
1506-2

1601
有限会社ポピーフローリ
スト

卸売・小売業 高知県 高知市愛宕町2-21-11

1602 株式会社プレマ
生活関連サービ
ス・娯楽業

高知県 高知市唐人町1-22

1603 株式会社CKM 飲食店・宿泊業 高知県 高知市はりまや町2-13-17 http://7dayshotel.com

1604 株式会社ほのぼの 医療・福祉 高知県 高知市春野町平和14

1605 株式会社ECクリエート 製造業 高知県
高知市一宮しなね2丁目22-
20

1606 川越税理士事務所
専門・技術サー
ビス業

高知県 高知市針木本町2-6

1607 テントヘアー
生活関連サービ
ス・娯楽業

高知県 高知市伊勢崎町8-21

1608 株式会社仁淀デンツウ 製造業 高知県 吾川郡いの町枝川1128
1609 吉本農産株式会社 卸売・小売業 高知県 南国市大埇甲1913-2

1610
有限会社ササコム中村第
一ホテル

飲食店・宿泊業 高知県 高知県四万十市駅前町5-15 http://park18.wakwak.com/~nd-h/

1611 有限会社岡田建設 建設業 高知県
高知県土佐清水市下川口
959-1

1612 吉尾造園有限会社 建設業 高知県
高知県宿毛市四季の丘1丁
目8-14

1613 福永水産 卸売・小売業 高知県 高知県土佐清水市窪津434

1614
株式会社Oコーポレーショ
ン

飲食店・宿泊業 高知県 高知県四万十市天神橋40

1615 新谷建設 建設業 高知県
高知県土佐清水市天神町2-
1

1616 足摺環境衛生株式会社
その他のサービ
ス業

高知県
高知県土佐清水市加久見入
沢町2-5

1617 医療法人　寿会 医療・福祉 高知県
高知県幡多郡黒潮町出口
2070番地

1618 株式会社浜村自動車
その他のサービ
ス業

高知県
高知県四万十市古津賀
1578-1

1619
有限会社清水クリーン
サービス

その他のサービ
ス業

高知県
高知県土佐清水市厚生町10
番2号

1620
協同組合西部木材セン
ター

複合サービス事
業（郵便局・農
業協同組合等）

高知県
高知県宿毛市小深浦711番
地3

1621 みおワールド合同会社
生活関連サービ
ス・娯楽業

高知県
高知県四万十市古津賀
3394-1

1622 みさきホテル 飲食店・宿泊業 高知県
高知県土佐清水市足摺岬
215

http://www.asizuri.com/

1623 医療法人清悠会 医療・福祉 高知県
高知県土佐清水市天神町
14-8

http://matsutani-hp.or.jp/

1624 医療法人次田会足摺病院 医療・福祉 高知県
高知県土佐清水市旭町18番
71号

1625 株式会社四万十ロイヤル 飲食店・宿泊業 高知県
高知県四万十市中村小性町
26番地

http://www.nrh-shimanto.co.jp/index.htm

1626 サイバラ建設株式会社 建設業 高知県
高知県四万十市古津賀4丁
目108

http://www.saibara.co.jp/

1627 株式会社立目工務店 建設業 高知県
高知県四万十市安並1662番
地3

1628
四万十SAECO農園けんみん
食堂

飲食店・宿泊業 高知県
高知県宿毛市山奈町芳奈3-
1

1629 株式会社ハート 製造業 高知県 高知市北金田4-18
1630 株式会社ケーテック 建設業 高知県 高知市孕東町25



1631 アナム有限会社
生活関連サービ
ス・娯楽業

高知県 高知市北本町4-3-36

1632
株式会社技研施工高知本
社

建設業 高知県 高知市布師田3948-1 http://www.gikenseko.co.jp/aboutus/corporateprofile

1633 株式会社Idea　Create
専門・技術サー
ビス業

高知県
高知市杉井流16-5俵屋ビル
3F-B

1634 高知駅つちもと歯科 医療・福祉 高知県 高知市栄田町1-2-2
1635 有限会社キラリ 医療・福祉 高知県 高岡郡日高村下分272-2

1636
特定非営利活動法人きら
めき

医療・福祉 高知県 高知市南竹島町1-8-405

1637 株式会社シーメック 卸売・小売業 高知県 高知市南久保9-8

1638
有限会社西岡クリーニン
グ店

生活関連サービ
ス・娯楽業

高知県 高知県宿毛市和田1476-1

1639 あんしんらいふ保険 金融・保険業 高知県
高知県幡多郡黒潮町入野
5196-164

1640 谷建築 建設業 高知県
高知県幡多郡黒潮町入野
2198

1641 株式会社田村商事
生活関連サービ
ス・娯楽業

高知県 高知県宿毛市1108-1

1642 有限会社沢田自動車
その他のサービ
ス業

高知県
高知県宿毛市中央8丁目1番
3号

1643 株式会社文化堂印刷所 製造業 高知県
高知県四万十市中村山手通
42

1644
一般財団法人大月町ふる
さと振興公社

卸売・小売業 高知県
高知県幡多郡大月町弘見
2610

1645 中村クリニック 医療・福祉 高知県
高知県四万十市中村大橋通
7丁目1-10

1646 有限会社ソイルファーム 製造業 高知県 高知県四万十市横瀬2478-2
1647 有限会社タドコロ 飲食店・宿泊業 高知県 高知市屋頭280 http://www.pnk.jp

1648
株式会社ＯＦＦＩＣＥ　
ＳＯＵＳＨＩＮ

医療・福祉 高知県 高知市北本町4-4-77

1649 エフコン株式会社 製造業 高知県
南国市蛍が岡1-1-1南国オ
フィスパークセンター

1650 株式会社寿サービス工業
その他のサービ
ス業

高知県 高知市万々486

1651
有限会社エフ・エー建設
工業

建設業 高知県 高知市長浜5280-6 http:www.en-fa.co.jp/

1652 平山建設有限会社 建設業 高知県 安芸郡安田町大字与床423

1653 ヘアープロデュースRoots
生活関連サービ
ス・娯楽業

高知県 高知県四万十市具同2201-1

1654 株式会社西水道 建設業 高知県 高知県土佐清水市旭町70-3

1655 有限会社岡本葬儀社
生活関連サービ
ス・娯楽業

高知県
高知県土佐清水市浦尻447-
1

1656 株式会社沖の島水産 漁業 高知県 高知県宿毛市片島9-15
1657 大洋運輸株式会社 運輸業 高知県 高知市布師田3325-7 http://www.taivo-unvu.com/compsnv.htm

1658
株式会社米村組中土佐生
コンクリート

製造業 高知県 高岡郡中土佐町久礼5905

1659 土本歯科 医療・福祉 高知県 高知市南御座3-12
1660 株式会社キッズ 医療・福祉 高知県 土佐市甲原680-2
1661 ア・バン・ウン有限会社 医療・福祉 高知県 須崎市吾井郷1909-3

1662 有限会社四国美装興業
その他のサービ
ス業

高知県
高知県四万十市古津賀
3136-8

1663
四万十ぶしゅかん株式会
社

卸売・小売業 高知県
高知県四万十市山路2494番
地1

1664 医療法人聖真会 医療・福祉 高知県
高知県土佐清水市越前町6
番1号

1665 有限会社足摺交通 運輸業 高知県 高知県土佐清水市元町7-11

1666 平林建設有限会社 建設業 高知県
高知県土佐清水市清水ヶ丘
19番14号

1667 有限会社掘り出しや 卸売・小売業 高知県 高知市介良乙993-5 http://www.horidashiya.com

1668 株式会社宝石堂 卸売・小売業 高知県 高知市帯屋町1丁目7-15 http://www.jewel-cocco.com

1669 株式会社アールズ 建設業 高知県 高知市春野町東諸木3346-1

1670 株式会社翆林社
教育・学習支援
業

高知県 高知市葛島4-2-41



1671 株式会社どんこ 医療・福祉 高知県 高知市一ツ橋2丁目127番地

1672 株式会社ﾄﾞﾘｰﾑﾒｰｶｰ
生活関連サービ
ス・娯楽業

高知県 高知市堺町3番1号3階 http://www.dreamaker.co.jp

1673 株式会社ＣＨＦ
その他のサービ
ス業

高知県 高知市鴨部上町7-13 http://chf.co.jp/

1674 株式会社ムラタ 卸売・小売業 高知県 高知市大津乙1830-9 http://www.murata-e.com/

1675 高知県建具協同組合
複合サービス事
業（郵便局・農
業協同組合等）

高知県 高知市杉井流15-20

1676 株式会社コマ
その他のサービ
ス業

高知県 高知市本町4丁目1-6

1677 株式会社光物流 運輸業 高知県 南国市岡豊町小篭48-1
1678 有限会社マルハ産業 卸売・小売業 高知県 南国市前浜字流田1010

1679 株式会社高陽堂印刷 製造業 高知県
南国市蛍が丘1-3-2（南国
オフィスパーク）

http://www.koyodoinsatsu.com/summ/01.htm


