
業者番号一覧（県内サ～ト）

許可番号 業者番号 商号 所在地
サイ 000616 01072 （株）西行土木 大野市
サイ 007218 01018 （有）宰幸建設 坂井市
サイ 007821 02444 斉光電気工事（株） 鯖江市
サイ 003733 01181 （有）斎藤アルミ 大野市
サイ 003893 01440 （株）斎藤金物店 鯖江市
サイ 007939 01694 斉藤建設（株） 丹生郡越前町
サイ 003206 02852 （株）斉藤重一建築 坂井市
サイ 007204 02148 （有）斉藤設備 坂井市
サイ 000313 00090 斉藤設備機工（株） 福井市
サイ 003280 01436 斉藤鉄工金物店 鯖江市
サイ 004235 02562 斉藤電気商会 坂井市
サイ 004815 02961 斉藤塗装店 福井市
サイ 004347 00450 （有）斉藤土木工業 福井市
サイ 000597 01396 サイトーバンキン（株） 鯖江市
サイ 006744 01370 （有）サイト建設 勝山市
サイ 005658 01466 サイト建設（株） 鯖江市
サイ 010874 03019 （株）さいん工房 鯖江市
サカ 010406 00486 （株）酒井組 福井市
サカ 990026 02892 酒井組・吉田組経常建設共同企業体 福井市
サカ 000974 00153 （株）酒井建設 吉田郡永平寺町
サカ 001320 00186 サカイ建設不動産（株） 福井市
サカ 008279 02955 （株）サカイ・シルクスクリーン 福井市
サカ 004091 00425 酒井設備（株） 福井市
サカ 002433 00012 酒井電機（株） 福井市
サカ 000109 00057 酒井電設工業（株） 福井市
サカ 009018 02527 酒井塗装 勝山市
サカ 008568 02423 サカイロード（株） 坂井市
サカ 007589 02220 （株）サカエ 小浜市
サカ 002161 00289 （株）坂英建設 福井市
サカ 004859 01598 （株）サカエ設備 南条郡南越前町
サカ 005253 01897 （有）栄電工 敦賀市
サカ 007607 00849 栄土建 坂井市
サカ 010349 01499 （株）坂川組 南条郡南越前町
サカ 002146 00009 坂川建設（株） 福井市
サカ 003339 00383 （株）坂川コーポレーション 南条郡南越前町
サカ 000436 00769 （株）榊組 あわら市
サカ 002413 01425 榊原建設（株） 鯖江市
サカ 003672 02905 坂口木材（株） 丹生郡越前町
サカ 003276 01733 坂下興業（株） 丹生郡越前町
サカ 010945 01574 坂永造園 越前市
サカ 004807 02817 （株）サカノデンキ あわら市
サカ 000767 01527 坂野電機（株） 越前市
サカ 010236 00315 坂部土木（株） 福井市
サカ 007097 01013 （有）坂本組 福井市
サカ 002887 00858 （株）坂本土建 坂井市
サカ 000452 00109 （株）坂本土木 福井市
サキ 000203 01777 （株）崎元組 三方郡美浜町
ササ 000232 01781 （株）笹井組 三方郡美浜町
ササ 004951 00501 （有）笹岡工務店 福井市
ササ 008774 01463 （有）佐々木庵土建 鯖江市
ササ 010633 03038 佐々木工業 福井市
ササ 003627 01586 （株）ササキ工業 越前市
ササ 000687 01400 （株）佐々木工務店 鯖江市
ササ 009936 00909 佐々木造園 坂井市
ササ 000414 00106 （株）佐々木電業社 福井市
ササ 001242 01414 （株）佐々木土建 鯖江市
サシ 005500 01227 （有）サシオカトーヨー住器 大野市
サト 002663 00850 （株）佐藤土建 坂井市
サト 008138 01595 サトー園芸 越前市
サノ 006634 02062 （株）佐野組 三方上中郡若狭町
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サノ 004721 00481 サノ土建（有） 福井市
サバ 005006 01454 （株）鯖江営繕 鯖江市
サバ 002139 01420 （有）鯖江道路 鯖江市
サバ 000543 01513 鯖波建設（株） 南条郡南越前町
サビ 001667 01656 （株）佐飛建設 今立郡池田町
サビ 007324 01487 （株）サビデンキ 鯖江市
サワ 008318 02784 （有）沢左官工業所 三方上中郡若狭町
サワ 007921 02156 （有）サワダ 坂井市
サワ 004246 01877 （株）澤村 三方上中郡若狭町
サン 009470 02648 （有）山栄 小浜市
サン 022115 00507 三栄開発（株） 福井市
サン 006064 02869 サンエイ工業（株） 福井市
サン 024051 00843 三越建設工業（株） 坂井市
サン 007642 02081 （株）サン・エンジニア 福井市
サン 008435 02407 三協開発グループ 大野市
サン 005725 00573 三協道路（株） 福井市
サン 010433 00203 （株）三協土建 福井市
サン 009663 02823 （有）サンケーエス 福井市
サン 008718 02547 （株）サンケン試錐コンサルタント 福井市
サン 004621 01886 （株）三紅 敦賀市
サン 002055 00272 （株）三興工務店 福井市
サン 004452 01205 三光産業（株） 大野市
サン 009163 02590 山光設備工業（有） 南条郡南越前町
サン 009466 02881 （有）サンシード 小浜市
サン 004728 01888 （株）サン設備 敦賀市
サン 009267 00147 サンソン建設（株） 吉田郡永平寺町
サン 008190 02715 （有）三大 福井市
サン 008164 02871 サンツー電工社 鯖江市
サン 009273 02575 （株）サンデン 福井市
サン 009255 02612 （株）三友開発 福井市
サン 009339 00029 三優社工業（株） 福井市
サン 004932 01601 （株）三和エンジニアリング 越前市
サン 000330 01953 三和建設（株） 三方上中郡若狭町
サン 010958 03033 三和システム（株） 福井市
サン 005927 00979 （株）三和商会 坂井市
サン 000269 01783 （株）サンワ設備 敦賀市
サン 005636 01465 （株）三和電工社 鯖江市
サン 003347 01174 三和塗装工業（株） 大野市
サン 008784 03000 （株）サンワビルド 福井市
シオ 001274 01990 （株）塩野工務店 小浜市
シオ 011060 01765 （株）塩浜工業 敦賀市
シカ 008868 02518 （株）四ヶ浦建設 丹生郡越前町
シゲ 003698 02106 （有）重兼造園 敦賀市
シコ 003190 00373 紫光産業（株） 福井市
シセ 001716 00218 （株）シセード 福井市
シタ 001640 01151 （有）下島工務店 大野市
シナ 006162 02443 品川設備（株） 鯖江市
シバ 003076 00359 （株）しばなか 福井市
シバ 008650 02357 （株）柴原電機 坂井市
シマ 004034 01347 （株）シマキ工業 勝山市
シマ 006647 01369 （株）島建 勝山市
シマ 003992 00893 （有）島崎製材所 あわら市
シマ 001835 00228 （株）島田組 吉田郡永平寺町
シマ 000350 01295 （株）島田組 勝山市
シマ 008744 01358 （有）島田工務店 勝山市
シマ 000316 01952 （株）嶋田工務店 小浜市
シマ 008131 02441 （株）シマダ電機 福井市
シマ 005855 01613 （有）嶋谷設備工事 越前市
シミ 025914 01415 （株）清水組 鯖江市
シミ 003162 02333 清水建設 今立郡池田町
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シミ 005445 01222 （有）清水工務店 大野市
シミ 006325 00988 （株）清水植物園 坂井市
シミ 000408 01643 清水土建（株） 今立郡池田町
シミ 006924 00686 （有）清水土木 福井市
シミ 010613 02999 シミズ防災（株） 鯖江市
シモ 005145 00523 （有）下川建設 福井市
シモ 004780 01890 （有）下西農園 敦賀市
シモ 000548 00123 下野谷電気（株） 福井市
シモ 000136 01772 （株）下畑組 敦賀市
シモ 006488 02058 （株）下前産業 小浜市
ジャ 012187 01767 （株）ジャクエツ環境事業 敦賀市
ジャ 002792 00336 若越緑化（株） 福井市
ジャ 001514 02005 若丹建設（株） 大飯郡おおい町
ジュ 003236 01583 （株）住建 越前市
ショ 007544 01296 （株）ショウ 勝山市
ショ 005849 02113 昌栄産業（有） 福井市
ショ 008701 02496 （有）勝建工 敦賀市
ショ 001206 01543 正光設備（株） 越前市
ショ 002036 00265 硝和硝子（株） 福井市
ショ 006548 02328 （株）ショーセイ 坂井市
シラ 009711 00357 白崎建設（株） 福井市
シラ 010039 03003 （株）シラサキ設備 坂井市
シン 005488 01224 （有）真栄ガラス 大野市
シン 007735 02132 伸栄工業（有） 福井市
ジン 008979 02511 （有）仁栄工建 坂井市
シン 005856 01614 （株）シンエツ．テクノサービス 越前市
シン 005872 01468 シンクス（株） 鯖江市
シン 008276 02338 （株）真建 敦賀市
シン 007461 02207 シンコウ建設（株） 三方郡美浜町
シン 005835 00589 シンコー電業（株） 福井市
シン 990044 03039 シンコ・松膳建興経常建設共同企業体 吉田郡永平寺町
シン 001115 00168 新成建設工業（株） 福井市
シン 007909 02345 （有）新星設備 福井市
シン 009263 02584 （有）新千 大野市
シン 007193 00711 （株）シンタニコンストラクト 福井市
シン 990039 03013 （株）シンタニコンストラクト・高崎建設（株）経常建設共同企業体 福井市
シン 005367 02046 （有）新東工業 大飯郡高浜町
シン 025323 00150 新富産業（株） 福井市
シン 001525 00204 （株）新内 福井市
シン 003288 01932 新日本海事工業（株） 大飯郡高浜町
シン 004662 00919 （株）シンハル 坂井市
シン 004751 01889 新保興業（株） 敦賀市
シン 008624 02410 新間建設（株） 坂井市
シン 990038 03004 新間建設・江川組経常建設共同企業体 坂井市
シン 000210 00071 新明防水工業（株） 福井市
シン 001175 00811 （株）新谷 坂井市
シン 004063 01872 信友建設（株） 敦賀市
シン 009627 02763 （有）伸和建 小浜市
スイ 009457 02630 （有）粋 坂井市
スエ 008711 02493 （有）末広 鯖江市
スエ 002074 00277 末広建設（株） 福井市
スエ 002116 00836 末政建設（株） 坂井市
スカ 004057 00422 （株）スカルト 福井市
スギ 001042 01112 杉川建設（株） 大野市
スギ 000883 00796 （株）杉田組 あわら市
スギ 000787 01091 （株）杉田組 大野市
スギ 001507 03048 杉谷建設（有） 小浜市
スギ 009794 01999 （株）杉本組 小浜市
スギ 005959 01616 杉山建設（株） 越前市
スス 000709 00134 ススキ電機（株） 福井市
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スタ 004205 01349 スター電工（株） 勝山市
スナ 009521 02435 （有）砂村設備 坂井市
スハ 004808 00929 （有）スハラ美工 坂井市
スリ 007214 00713 （株）スリーエス 福井市
スワ 000324 00092 （株）諏訪組 福井市
スワ 002483 00314 （有）諏訪電気 福井市
セイ 000572 01303 成器工業（有） 勝山市
セイ 008993 02600 （株）セイコウ 小浜市
セイ 008983 02720 （株）西廣建設 越前市
セイ 003314 03018 （有）正興電気 敦賀市
セイ 005092 00515 （株）セイコー電機 福井市
セイ 008410 00415 （株）西部開発 福井市
セイ 005753 00578 （有）西武建設 福井市
セイ 004928 00498 （株）成和建設 福井市
セイ 000120 01636 清和建設（株） 今立郡池田町
セー 010824 03008 （株）セーフティ・ユニオン 福井市
セキ 004395 01630 （株）関組 越前市
セキ 007135 00706 （株）関土木 福井市
セキ 005685 01609 関本電設（株） 越前市
セキ 003763 02321 （有）せきや水道社 坂井市
セン 001072 00163 （株）千京組 福井市
ゼン 009744 03016 （有）ＺＥＮＳＨＩＮ　 坂井市
セン 006820 01261 （有）泉新電設 大野市
セン 005642 00564 （株）センレイ 福井市
ソウ 009888 02819 （株）総建 大野市
ソウ 009679 02091 綜合産業（株） 福井市
ソウ 009632 01338 （株）相互設備 勝山市
ソウ 006930 01373 （有）相互防災 勝山市
ソウ 007119 02204 （株）創電 敦賀市
ソウ 009124 02569 （株）創和テック 福井市
ソデ 010038 01380 （株）袖川電気商会 勝山市
ソネ 005865 01906 （有）曽根工業 敦賀市
ソマ 001432 01548 杣山建設（株） 南条郡南越前町
ダイ 009665 02023 （株）大安 大飯郡おおい町
ダイ 002252 02544 第一技術開発（株） 福井市
ダイ 002046 00828 第一建設（株） あわら市
ダイ 000776 00142 第一設備工業（株） 福井市
ダイ 002057 00274 第一テッコウ商事（株） 坂井市
ダイ 006014 00607 第一防災（株） 福井市
ダイ 006940 01479 大英工専（有） 鯖江市
ダイ 000133 02111 大栄電設工業（株） 福井市
ダイ 010227 00190 （株）ダイキョウ 坂井市
ダイ 005220 00531 大協建設（株） 福井市
ダイ 006625 00655 （有）大協道路 福井市
タイ 009796 02792 （株）太建 三方郡美浜町
タイ 005073 00512 太建工業（株） 福井市
タイ 009849 02948 大幸建設 小浜市
ダイ 001864 01325 （株）大幸建設 大野市
ダイ 007295 00726 （有）大高重建 福井市
ダイ 008357 02426 （有）大功土建 敦賀市
ダイ 009413 02616 （有）大昭 福井市
ダイ 001457 01137 大信建設（株） 大野市
ダイ 000243 01503 （株）大進建設 越前市
タイ 000694 01700 （株）大生 丹生郡越前町
タイ 005119 01604 大成電工（株） 越前市
タイ 000224 01292 （株）タイセー 勝山市
タイ 010863 03035 タイセー工業（株） 坂井市
ダイ 007485 01288 （株）大善建設 勝山市
ダイ 006749 00666 （株）大地 福井市
ダイ 005370 00542 大電産業（株） 福井市
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ダイ 001778 02758 （有）大同工務店 三方郡美浜町
ダイ 006865 00679 （株）ダイナテック 福井市
ダイ 001568 01149 大南建設工業（株） 大野市
タイ 006893 01477 太平造園 鯖江市
タイ 005661 02050 （有）大豊建設 大飯郡おおい町
タイ 009729 01901 大邦産業（株） 三方郡美浜町
ダイ 005597 01362 大北久保建設（株） 勝山市
ダイ 005421 00551 大門建設（株） 丹生郡越前町
ダイ 000928 01532 大和建設（株） 越前市
ダイ 004844 01353 大和興業（株） 勝山市
ダイ 000742 00001 大和電建（株） 福井市
ダイ 010964 00451 大和土建（株） 吉田郡永平寺町
タカ 008471 00967 （有）高木電工社 坂井市
タカ 008597 02417 （有）高久塗装工業 大野市
タカ 010757 00055 高崎建設（株） 福井市
タカ 008570 02959 （有）高砂電機 大野市
タカ 000599 01397 （株）高島組 鯖江市
タカ 009928 00648 高島建工（株） 吉田郡永平寺町
タカ 008053 00861 （有）高嶋設備工業 坂井市
タカ 000384 00766 （有）高島土建 坂井市
タカ 006674 01257 （株）タカダ 大野市
タカ 008839 02529 （有）タカトリ 小浜市
タカ 002473 02016 高鳥電機（株） 小浜市
タカ 001218 01546 （株）高野組 越前市
タガ 003349 01437 タガハウス（株） 鯖江市
タカ 001576 01716 （株）タカハシ 福井市
タカ 000759 00784 （株）高橋組 坂井市
タカ 006882 00683 （有）高橋造園 福井市
タカ 009200 01673 高橋土建（株） 越前市
タカ 004804 00488 （株）タカハシ塗装工業 福井市
タカ 007614 02796 （有）高原電機 あわら市
タカ 005728 00575 貴水管工（株） 福井市
タカ 000476 01059 （株）高村組 大野市
タカ 006938 01264 （株）高茂組 大野市
タカ 003818 02389 （有）高茂重機 大野市
タカ 007560 02708 （株）高山興業 敦賀市
タカ 004536 02799 （株）たからや 福井市
タク 005175 00525 （有）拓建工業 福井市
タク 001642 01555 宅良振興（株） 南条郡南越前町
タケ 005490 01752 武市電気（株） 丹生郡越前町
タケ 010249 00178 （株）竹内組 福井市
タケ 000925 01310 （株）竹内組 大野市
タケ 000321 00764 （株）　タケウチ工務店 坂井市
タケ 000580 01519 （株）竹内工務店 越前市
タケ 007504 02270 タケウチ住建（株） 丹生郡越前町
タケ 000119 01385 （株）竹内電機 鯖江市
タケ 007447 01031 （株）竹内土木建設 坂井市
タケ 009143 02602 （有）丈王重機 大野市
タケ 001819 00226 （株）竹澤設備 福井市
タケ 008580 02489 （有）タケシマ 坂井市
タケ 008068 02968 （有）竹島工務店 勝山市
タケ 007994 01326 （有）武善建設 勝山市
タケ 001421 01818 （株）武田組 三方郡美浜町
タケ 000862 01804 武田建設（株） 三方郡美浜町
タケ 005195 02607 （有）竹田材木店 あわら市
タケ 001275 01991 （株）武田設備 三方上中郡若狭町
タケ 001817 00224 （株）竹野組 福井市
タケ 008764 00965 竹野建設（株） 坂井市
タケ 006629 00657 竹宏建設（株） 福井市
タケ 004109 01594 （株）タケフ営繕 越前市
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業者番号一覧（県内サ～ト）

許可番号 業者番号 商号 所在地
タケ 008727 02447 武生外線工事（株） 越前市
タケ 008709 02938 武生電業 越前市
タケ 001450 00819 竹村設備工業（株） 坂井市
タケ 006884 01002 （株）竹山建設 坂井市
タス 006040 02397 （株）ＴＡＳ 敦賀市
タダ 008148 00743 （株）多田組 吉田郡永平寺町
タチ 007448 00742 （有）立花組土木 福井市
タチ 001601 01320 （株）田長組 勝山市
タッ 003531 00015 （株）タッセイ 福井市
タッ 000485 00771 立田建設（株） あわら市
タツ 007708 00962 立成建設（株） 坂井市
タツ 005327 01219 （株）立平木工所 大野市
タツ 010283 02876 辰巳工業（株） 大野市
タツ 004775 00926 （株）タツミ商事 あわら市
タテ 005029 00938 （有）立筬庭園 坂井市
タナ 010859 03012 田中管工設備（株） 越前市
タナ 001299 01654 （株）田中組 今立郡池田町
タナ 008811 02872 田中建工 小浜市
タナ 000309 01389 田中建設（株） 鯖江市
タナ 020489 01566 田中建設（株） 越前市
タナ 008894 02963 田中建築 丹生郡越前町
タナ 002301 01850 （有）田中善建設 敦賀市
タナ 008246 01359 （有）田中造園 勝山市
タナ 010321 00192 （株）田中武組 福井市
タナ 007402 02251 田辺建材工業（株） 坂井市
タナ 000578 01517 田辺建設（株） 越前市
タナ 010308 02976 （株）タナベ住建 越前市
タナ 008156 02332 （有）田辺緑化 三方郡美浜町
タニ 000693 01522 谷口建設（株） 越前市
タニ 000987 01810 （株）谷口工務店 三方郡美浜町
タニ 000989 01812 谷口電気（株） 敦賀市
タニ 009813 02781 タニグチホームテック（株） 越前市
タニ 000275 00084 谷崎工業（株） 福井市
タニ 010936 03071 （株）谷電 敦賀市
タニ 007547 01291 （株）谷土建 勝山市
タニ 004797 01669 （有）谷本木材 今立郡池田町
タバ 005978 00602 （株）タバタ 福井市
タバ 002124 00284 （株）田端塗装工業 福井市
タブ 001050 01978 （有）田渕組 大飯郡おおい町
タマ 009489 02733 （有）環組 小浜市
タン 006352 02185 丹南開発（株） 丹生郡越前町
チバ 006252 02954 （株）知場プラント 三方郡美浜町
チュ 002064 00275 （株）中央建設 福井市
チュ 004053 01871 （有）中央設備 敦賀市
チュ 000624 00131 中央設備工業（株） 福井市
チュ 009960 02802 忠南環境（株） 大野市
チョ 006999 01924 （株）長吉組 敦賀市
チョ 003884 00411 長宅建（有） 福井市
ツカ 026045 00485 （株）塚田商事 福井市
ツカ 006905 01003 （株）塚谷建設 坂井市
ツカ 010877 02993 （株）ＴＵＫＡＸ 越前市
ツジ 006908 02068 （株）辻井塗装 小浜市
ツジ 004710 00480 辻岡建設（株） 吉田郡永平寺町
ツジ 010596 02992 辻岡電機（株） 越前市
ツジ 010160 01607 辻組 越前市
ツジ 001773 01835 （株）辻組 敦賀市
ツジ 990041 03015 （株）辻組・（株）松山組経常建設共同企業体 敦賀市
ツジ 007733 00930 （株）辻設備工業所 あわら市
ツジ 008126 00022 （株）辻広組 福井市
ツダ 000175 01639 （株）津田組 越前市
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業者番号一覧（県内サ～ト）

許可番号 業者番号 商号 所在地
ツチ 000498 00117 （株）土田組 福井市
ツチ 000579 01518 （株）土田建設 越前市
ツチ 000435 00768 土田土建（株） あわら市
ツチ 001703 00214 土牧電機（株） 福井市
ツチ 000146 01040 （株）土本組 大野市
ツツ 004377 01881 （株）堤サッシュ工業 敦賀市
ツネ 004263 01200 （株）常見管工事 大野市
ツネ 001295 01126 （有）常見建設 大野市
ツバ 002335 01333 椿坂電機（株） 勝山市
ツボ 000184 01290 （株）坪内建設 勝山市
ツボ 001573 02587 （有）坪川電気商会 鯖江市
ツボ 007591 02131 （株）坪田電工 坂井市
ツル 001419 01816 敦賀旭土建（株） 敦賀市
ツル 006400 01915 敦賀協栄建築（株） 敦賀市
ツル 004006 03044 敦賀断熱工業（株） 敦賀市
ツル 001923 01845 敦賀土建工業（株） 三方郡美浜町
ツル 000931 01534 鶴野建設（株） 越前市
ディ 022278 03001 （株）ディーエス産業 敦賀市
ティ 011042 03047 （株）ＴＭ産業 坂井市
テイ 006998 02611 （株）テイク 三方郡美浜町
テイ 010362 02974 （有）ＴＫＤサービス 福井市
デグ 006320 02375 出口産業（株） 福井市
テク 005493 02432 （株）テクノツルガ 敦賀市
テク 008157 02294 （有）テクノボーサイ 坂井市
テッ 001078 02463 （株）テック・ウエデン 福井市
テラ 003724 02524 （有）寺尾製材所 南条郡南越前町
テラ 001515 01552 テラオライテック（株） 越前市
テラ 000742 01799 寺川建設工業（株） 敦賀市
テラ 010593 00095 寺島電工（株） 福井市
デン 000995 00155 （株）殿下建設 福井市
ドイ 007115 01374 土居建設 勝山市
ドウ 005093 00941 道栄建設（株） 福井市
トウ 004422 01883 （株）登建 敦賀市
トウ 007490 00749 東進建設（株） 福井市
トウ 005196 00946 （株）東大建装 坂井市
ドウ 005410 00549 道傳設備（株） 福井市
トウ 001557 01140 （有）藤堂組 大野市
トウ 004084 00424 東福建設（株） 福井市
トウ 000713 00137 （株）東部建設 福井市
トウ 000792 01095 東部建設（株） 大野市
トウ 005286 00535 東洋地工（株） 福井市
トウ 003211 01339 （株）東和 勝山市
トー 002896 00347 （株）刀口 福井市
トキ 000301 01931 （株）時岡組 大飯郡おおい町
トク 001414 01814 （株）徳山組 三方上中郡若狭町
トド 015957 00046 轟建設（株） 福井市
トド 001492 00003 轟産業（株） 福井市
トネ 006816 01679 刀祢塗装社 越前市
トビ 010572 02950 飛田電気商会 丹生郡越前町
トミ 000917 01104 （株）富田建設 大野市
トミ 007634 01368 （有）トミタ塗装 勝山市
トミ 006050 00608 （株）富田斫工業 福井市
トミ 001000 01407 （株）トミックス 鯖江市
トミ 000696 01793 （株）富本組 敦賀市
トモ 002213 01849 （株）ともえ屋 三方上中郡若狭町
トモ 003819 01187 （有）友高室内装飾 大野市
トモ 010437 03032 （株）友安 大野市
トモ 002066 01725 （株）友和組 福井市
トヨ 006707 00997 （株）豊岡組 坂井市
トヨ 010470 00063 豊岡建工（株） 福井市
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許可番号 業者番号 商号 所在地
トヨ 004546 00912 （株）豊岡工務店 坂井市
トヨ 005606 00560 豊島建設（株） 福井市
トヨ 001847 00824 （株）豊島工務店 坂井市
トヨ 000415 00107 （株）豊島電工 福井市
トリ 008085 02595 （有）鳥居建築 三方上中郡若狭町
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