
業者番号一覧（県内ナ～ホ）

許可番号 業者番号 商号 所在地
ナオ 010455 02972 ＮＡＯ企画 福井市
ナオ 000853 01972 （株）直組 小浜市
ナオ 007676 02320 ナオ建設（株） あわら市
ナカ 004517 02635 中井建築 越前市
ナガ 007445 00741 ナガイ造園（有） 福井市
ナカ 006624 00654 中垣内鉄工建設（株） 福井市
ナカ 007476 01285 （株）中川設備 大野市
ナカ 005417 02588 中川土建 鯖江市
ナガ 000790 01093 （株）長崎組 大野市
ナカ 004132 01875 （有）中澤重機建設 敦賀市
ナカ 004300 01879 （株）仲嶋組 三方郡美浜町
ナカ 001241 01413 中島建設　 鯖江市
ナガ 008874 02679 長島工業 鯖江市
ナカ 004767 02040 （有）中嶋造園 大飯郡高浜町
ナカ 009118 02673 中嶋電工 あわら市
ナカ 000544 01514 中條建設工業（株） 越前市
ナガ 002123 01158 （株）長田工務店 大野市
ナカ 009660 02778 （有）中田電工 勝山市
ナガ 005807 01232 （有）永田塗工 大野市
ナカ 008207 02508 （株）中西 丹生郡越前町
ナカ 000425 01692 （株）中西組 丹生郡越前町
ナカ 004391 01882 （株）中西鋼機 敦賀市
ナカ 003598 01585 （株）中西工務店 越前市
ナカ 009249 02656 中日本産業（有） 越前市
ナカ 009719 01492 中日本土木（株） 越前市
ナカ 008244 01082 （有）中野建設 大野市
ナカ 007765 01817 中野建設（株） 敦賀市
ナカ 002823 00339 （有）中野造園 福井市
ナカ 000312 01050 （株）中保屋電気商会 大野市
ナカ 007577 01367 （有）ナカムラ 勝山市
ナカ 000999 01977 （有）中村組 大飯郡おおい町
ナカ 001823 01418 中村建設工業（株） 鯖江市
ナカ 007915 01209 （有）中村工務店 大野市
ナカ 000209 01045 （有）中村産業 大野市
ナカ 003602 01866 （株）中村住設 敦賀市
ナカ 001935 00250 （株）中村正建設 福井市
ナカ 006897 02483 中山産業（株） 福井市
ナカ 002688 01855 （有）中山造園 敦賀市
ナカ 009995 01588 中山農園 越前市
ナカ 010018 02868 （有）なかゆう造園土木 福井市
ナミ 004635 00471 波寄造園土木（株） 福井市
ナム 003114 00868 名村設備工業（有） 坂井市
ナメ 010601 02685 行方建設（株） 小浜市
ナル 009699 02267 （株）ナルカ建設 坂井市
ナル 010228 03007 （株）成瀬 小浜市
ナン 001466 01550 南越建設工業（株） 越前市
ナン 010329 02911 南越森林組合 越前市
ナン 002832 01578 南越道路（株） 越前市
ナン 007364 02859 （有）南光設備 鯖江市
ナン 009757 02979 南条郡森林組合 南条郡南越前町
ナン 001664 01557 南条木材（株） 南条郡南越前町
ナン 005342 01750 （有）南清建設 福井市
ナン 009050 00633 南鉄興業（株） 吉田郡永平寺町
ナン 010556 01155 （株）南部工務店 大野市
ニコ 008576 02671 二光技建（株） 敦賀市
ニシ 000587 01071 西尾建設工業（株） 大野市
ニシ 005065 02096 （有）西川工務店 大野市
ニシ 001054 00159 西川電業（株） 福井市
ニシ 990037 03002 西川土木・豊島工務店経常建設共同企業体 坂井市
ニシ 008921 02460 （有）西口建設 吉田郡永平寺町
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ニシ 007219 01483 （株）ニシザワハウジング 鯖江市
ニシ 013942 00040 西田建設（株） 福井市
ニシ 006372 00990 西田工業（株） 坂井市
ニシ 000887 01706 西田中建設（株） 丹生郡越前町
ニシ 001710 01323 西出建設（株） 勝山市
ニシ 001891 00238 （株）ニシデ・コンストラクション 福井市
ニシ 990022 02885 ニシデ・コンストラクション・中山産業経常建設共同企業体 福井市
ニシ 008786 02552 （株）西日本開発 大野市
ニシ 000104 01944 （株）西野工務店 三方上中郡若狭町
ニシ 002313 00845 （株）西野造園 坂井市
ニシ 004153 02030 （株）西野土木 三方上中郡若狭町
ニシ 001174 00810 （株）西端組 坂井市
ニシ 005138 01356 （有）西丸建設 勝山市
ニシ 008574 00024 （株）西村組 吉田郡永平寺町
ニシ 002051 00271 西村建設（株） 福井市
ニシ 000496 00115 （有）西村電機商会 福井市
ニシ 010359 00231 （株）西村土木 福井市
ニッ 004704 00479 日光産業（株） 福井市
ニッ 990028 02897 日光産業・小林工業経常建設共同企業体 福井市
ニッ 001813 00221 日興電機（株） 福井市
ニッ 010929 00162 日昭建設（株） 福井市
ニッ 009387 02613 （有）日新テクノス 福井市
ニッ 002374 00308 （株）日新電工 福井市
ニッ 009788 03009 （株）日世 鯖江市
ニッ 009203 02583 日通プロパン住設（株） 大野市
ニッ 007922 02252 日東開発（株） 坂井市
ニッ 001899 00242 日藤建設（株） 福井市
ニッ 001806 01839 日東電気（株） 敦賀市
ニッ 000231 01763 （株）日本ピーエス 敦賀市
ニホ 007635 02149 日本海産業（株） 坂井市
ニホ 010894 00379 日本海電機（株） 福井市
ニホ 010379 02914 日本開発（株） 鯖江市
ニホ 004923 00495 日本通信特機（株） 福井市
ニュ 001302 01712 丹生建設工業（株） 福井市
ニュ 007916 02189 丹生工業（株） 丹生郡越前町
ニュ 008601 02640 （有）ニューチップ 丹生郡越前町
ニワ 007322 01762 （有）丹羽かじや 丹生郡越前町
ニワ 000093 01683 丹羽建設鋼業（株） 鯖江市
ヌノ 007934 01619 布川電気設備（有） 南条郡南越前町
ネッ 009745 02788 （株）ネットアイシー 福井市
ネモ 010220 02877 （株）根守美装 福井市
ノザ 000727 01524 （株）野崎工務店 南条郡南越前町
ノジ 002366 00307 （有）野路工務店 福井市
ノム 007695 00021 （株）野村塗装店 福井市
ハー 009323 02705 （有）ハート工房 敦賀市
パイ 010755 00041 パイネック（株） 福井市
パイ 009165 02534 パイネック若狭（株） 小浜市
ハウ 007886 01476 （有）ハウジングサイト 鯖江市
ハギ 006912 01478 萩原庭園 鯖江市
ハサ 001012 00157 （株）羽崎組 福井市
ハシ 003396 01734 橋本建設（株） 丹生郡越前町
ハシ 007709 00907 橋本設備工業（株） 坂井市
ハシ 009819 02903 橋本塗工 鯖江市
ハセ 007968 02586 （有）長谷川石材店 勝山市
ハセ 007345 01025 長谷川造園（株） 坂井市
ハタ 001616 01822 （株）畑組 敦賀市
ハタ 009539 01764 畑建設（株） 敦賀市
ハッ 007798 02498 （有）博幸建設 敦賀市
ハッ 001473 01998 八峯建設（株） 大飯郡おおい町
ハナ 010575 03061 花前（株） 大野市
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ハナ 010452 02967 （株）ハナマル設備 大飯郡おおい町
パニ 010332 03042 パニオン工芸（株） 丹生郡越前町
ハニ 005711 01231 （有）羽生建築工業 大野市
ハニ 007553 01269 羽生塗装（有） 大野市
ハマ 006130 01913 濱田建設（株） 敦賀市
ハマ 007520 02647 （有）濱田美装社 大飯郡高浜町
ハマ 002556 00319 浜本建設（株） 福井市
ハヤ 005361 01900 （有）早川工務店 三方郡美浜町
ハヤ 005217 01357 （有）林設備 勝山市
ハヤ 009164 02672 林田商店 大野市
ハヤ 002118 01567 林電気（株） 越前市
ハヤ 010590 02804 （株）ハヤシ電工 勝山市
ハヤ 005999 01243 （有）林塗装工芸社 大野市
ハヤ 006906 01004 （株）早見グリーン 坂井市
パワ 009083 02578 （株）パワーユニオン金津 あわら市
ハン 000023 00752 （株）半澤組 坂井市
バン 006750 00667 （有）伴設備工業 福井市
ピー 002840 00341 ＰＥＡＣＥ（株） 敦賀市
ヒガ 025920 02466 東角建設（株） 坂井市
ヒガ 010857 00848 （株）東組 坂井市
ビコ 001881 01843 （株）美工社 敦賀市
ヒサ 005553 02100 久富産業（株） 福井市
ビソ 002797 00338 （株）美装工業 福井市
ヒダ 007418 00737 ヒダニ電機（株） 福井市
ヒダ 002166 00291 左建設（株） 福井市
ヒト 008166 02530 （有）人見塗装店 小浜市
ヒノ 001152 01541 日野産業（株） 南条郡南越前町
ヒョ 000611 00772 兵庫建設（株） 坂井市
ヒラ 010352 01933 （株）平川 大飯郡高浜町
ヒラ 001748 02011 （有）平田木材店 大飯郡高浜町
ヒラ 000729 01526 平野建設（株） 越前市
ビル 005104 00520 （株）ビルコン 福井市
ヒロ 009696 00034 広川土建（株） 福井市
ヒロ 000962 00151 （株）広沢組 福井市
ヒロ 010335 00456 （有）ヒロセ建設 福井市
ヒロ 001292 01125 廣瀬建設（株） 大野市
ヒロ 008046 01188 （株）宏幸組 大野市
フウ 009924 02956 （株）風香園 福井市
フカ 002027 00262 （株）深谷 福井市
フク 002930 00348 福井アルミ工業（株） 福井市
フク 003311 01173 （株）フクイ技工 大野市
フク 005316 02118 福井県環境保全（業） 福井市
フク 005662 00569 （株）福井建材社 福井市
フク 009743 03045 福井建築 大飯郡おおい町
フク 001666 00213 フクイ鋼業（株） 福井市
フク 004909 00494 福井産機販売（株） 福井市
フク 002192 00298 福井修景（株） 福井市
フク 007001 00696 （株）福井市緑化木センター 福井市
フク 001285 00184 （株）福井製作所 福井市
フク 010342 02689 福井太陽（株） 福井市
フク 002111 02378 福井通信建設（株） 福井市
フク 009149 00025 福井鐵工（株） 福井市
フク 004407 00459 福井デリカ（株） 福井市
フク 009345 02688 福井ハウス（株） 福井市
フク 001442 00200 福井ボイラー工業（株） 福井市
フク 007285 02124 福井ホーチキ（株） 福井市
フク 001014 02724 福井ポンプ鑿泉（株） 福井市
フク 005699 01230 （株）フクイヤ 大野市
フク 005876 00595 福井矢崎サービス（株） 福井市
フク 004698 00478 （株）福井ライン 福井市
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フク 000689 01402 （株）福岡組 鯖江市
フク 007905 02155 （有）福建工業 あわら市
フク 001641 01417 （株）フクシン 鯖江市
フク 001503 02004 （株）フクセン 小浜市
フク 004880 01451 福田土木（株） 鯖江市
フク 010933 02047 （株）福谷建材 小浜市
フク 001743 01828 （株）福地組 敦賀市
フク 008831 00301 福徳設備工業（株） 福井市
フク 021996 00503 福日機電（株） 福井市
フク 001657 00212 フクハラ産業（株） 福井市
フク 007650 02330 （有）福飛建設 福井市
フク 000285 00086 福武電工（株） 福井市
フク 008813 02531 福邦建設（株） 大飯郡おおい町
フク 009798 02952 福美塗装 大野市
フク 000778 00143 フクレキ工業（株） 福井市
フジ 004854 00931 （株）藤井造園 坂井市
フジ 001738 01324 藤川建設（株） 勝山市
フジ 006681 02064 （有）藤川設備 三方上中郡若狭町
フジ 003468 00881 （有）藤倉組 坂井市
フジ 000976 00799 不二建設（株） 坂井市
フジ 003717 01343 フジ工業（株） 勝山市
フジ 004409 01350 藤沢建設 勝山市
フジ 004052 02898 （株）藤沢事業 敦賀市
フジ 002198 01331 （有）藤澤造園 勝山市
フジ 009293 01969 （有）富士制電 小浜市
フジ 010106 03062 フジタ（株） 吉田郡永平寺町
フジ 008475 02953 （株）藤田 福井市
フジ 010486 02973 （株）フジタ 大飯郡おおい町
フジ 002444 01853 （有）藤田組 三方上中郡若狭町
フジ 007871 02500 （有）藤田興建 三方郡美浜町
フジ 001978 00252 藤田さく泉工業（株） 福井市
フジ 001143 01982 藤田電機（株） 小浜市
フジ 006508 02257 （株）フジ鉄工 福井市
フジ 004726 01448 （株）冨士土建 鯖江市
フジ 000417 01961 （有）藤原組 大飯郡おおい町
フジ 003000 01337 （有）フジマ塗装 勝山市
フシ 003539 01177 （有）伏見屋設備 大野市
フジ 000407 01960 （株）藤本建設 小浜市
フル 007446 01030 （有）古川建設 坂井市
フル 002121 00282 （株）古崎 福井市
プロ 010615 05336 （株）プロテクト 丹生郡越前町
ヘイ 008723 00809 平成建設（株） あわら市
ヘイ 008059 02265 平成建設（株） 大飯郡高浜町
ヘイ 006931 01922 （有）平成住宅 敦賀市
ヘイ 003500 00391 平成電工（株） 福井市
ベス 006305 00630 （株）ベストワーク 福井市
ボイ 008845 00583 （株）ボイラ整備センター 福井市
ホウ 000474 01300 （株）豊栄建設 勝山市
ホウ 010497 01829 （株）豊国工務店 敦賀市
ホウ 990043 03024 （株）豊国工務店・（株）藤野組経常建設共同企業体 敦賀市
ホウ 009212 02620 豊國福井（株） 福井市
ホウ 006201 00619 （株）宝来社福井 福井市
ホウ 001166 00174 宝和開発工業（株） 福井市
ホー 008567 02396 （株）ホーエイ 敦賀市
ホー 003566 01735 （株）ホーエ組 丹生郡越前町
ホク 000634 00778 北越建設（株） あわら市
ホク 001997 01329 北越道路（株） 勝山市
ホク 001366 00002 （株）ホクコン 福井市
ホク 000726 01523 北信建設（株） 越前市
ホク 003797 02726 北新電機（株） 福井市
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ホク 000710 00135 （株）北陸アロー機器 福井市
ホク 008817 02548 北陸運輸興業（株） 福井市
ホク 000532 00122 （株）北陸建機 福井市
ホク 006052 01911 （株）北陸サーマル 敦賀市
ホク 003430 00014 北陸設備工業（株） 福井市
ホク 023141 02769 北陸東工シャッター（株） 福井市
ホク 001991 00257 北陸緑化（株） 福井市
ホク 002577 00323 北陸ロード（株） 越前市
ホソ 007539 02187 （有）細川電工 丹生郡越前町
ホソ 001600 01319 （株）細野建設 勝山市
ホリ 000988 01811 （株）堀居組 敦賀市
ホリ 000424 01691 堀建設（株） 丹生郡越前町
ホリ 007019 01266 （有）堀田組 大野市
ホン 000387 00103 本郷土建（株） 福井市
ホン 007323 01024 本荘建設（有） あわら市
ホン 007764 02727 本多木材（株） あわら市
ホン 008500 02504 本間建設（株） 小浜市
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