
業者番号一覧（県内マ～ワ）

許可番号 業者番号 商号 所在地
マエ 007711 01193 （株）マエガワ 大野市
マエ 000015 01286 （有）前川組 勝山市
マエ 004002 01346 （有）前川建設工業 勝山市
マエ 007885 00948 （有）前川造園 坂井市
マエ 000497 00116 （株）前建 福井市
マエ 000399 01052 （株）前田組 大野市
マエ 007429 02322 前田建設（株） 丹生郡越前町
マエ 000944 01535 （株）前田工務店 越前市
マエ 008812 02112 （有）マエダサクセン 福井市
マエ 000986 01809 （株）前田産業 三方上中郡若狭町
マエ 001809 01840 前田設備工業（株） 敦賀市
マエ 003084 00867 （有）前田造園 坂井市
マエ 005973 01365 （有）前田創建 吉田郡永平寺町
マエ 000274 01048 （有）前田通信 大野市
マエ 004415 01204 前田電気（株） 大野市
マエ 005478 00960 前田電工（株） 坂井市
マエ 010725 03040 （株）前田土木建設 福井市
マエ 009922 02958 （株）前田美装工業 福井市
マカ 007565 01610 （株）真柄組 越前市
マキ 004386 00904 （株）牧島組 あわら市
マキ 009070 02862 牧野造園 大野市
マキ 008293 02879 牧野塗装店 鯖江市
マス 003391 02194 （株）増田空調 敦賀市
マス 001892 00239 （株）増田商会 福井市
マス 000205 01779 （株）増永組 敦賀市
マツ 001638 01150 松井建設 大野市
マツ 000200 00069 松井策建設（株） 福井市
マツ 004083 00894 （株）松浦組 坂井市
マツ 002016 00260 （株）マツエイ 福井市
マツ 004666 00920 松栄建設（株） 坂井市
マツ 005880 00977 （株）松江電気商会 坂井市
マツ 000857 01974 （株）松岡工務店 小浜市
マツ 010405 00073 松岡設備 吉田郡永平寺町
マツ 003966 00892 （株）松木商会 坂井市
マツ 003081 00866 マツケン工業（株） 坂井市
マツ 005858 01236 （有）松田金物店 大野市
マツ 010438 00038 （株）松田組 福井市
マツ 001755 01832 （株）松田建設 敦賀市
マツ 000187 00066 （株）松田（幸）組 福井市
マツ 006046 01755 （株）松田工務店 丹生郡越前町
マツ 002417 01426 （株）松田塗装店 鯖江市
マツ 010644 02991 （株）松葉 小浜市
マツ 003894 01868 （株）松原園 敦賀市
マツ 000271 01388 松村建設（株） 鯖江市
マツ 007313 00728 （有）松村土木 福井市
マツ 010239 01068 松本建設工業（株） 大野市
マツ 009620 00976 （有）松本工業 坂井市
マツ 003454 01864 （有）松本鉄工所 敦賀市
マツ 000943 02585 松山建設（株） 勝山市
マル 002083 01419 マルイ設備工業（株） 鯖江市
マル 009054 00006 丸一建設（株） 福井市
マル 001046 01115 丸栄電工（株） 大野市
マル 001405 00818 丸岡土建（株） 坂井市
マル 000006 00047 丸勝建築（株） 福井市
マル 003091 00360 マルキ建材（株） 福井市
マル 000649 01398 （株）丸喜建設 鯖江市
マル 006075 00611 （有）丸木電工 吉田郡永平寺町
マル 007770 02309 （株）マルキファニチャー 福井市
マル 005815 00587 （株）マルキヤ宣広社 福井市
マル 006847 02067 （株）丸幸建設 小浜市
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マル 000264 01687 （株）丸越建設 福井市
マル 000801 01704 （資）丸坂建設 丹生郡越前町
マル 018987 02446 （株）マルジン 越前市
マル 003310 01172 丸善建設（株） 大野市
マル 006666 01759 丸善工務店（株） 丹生郡越前町
マル 003265 01434 （有）丸善電気商会 鯖江市
マル 002537 01664 丸高電気商会 越前市
マル 018207 00685 （株）マルツ電波 福井市
マル 004268 01878 （株）マルトミ工業 敦賀市
マル 007357 01281 丸中建設（有） 大野市
マル 004942 02427 丸中工業（有） 鯖江市
マル 010490 00839 （株）丸道工務店 坂井市
マル 008074 01729 （株）丸安建設 丹生郡越前町
マル 010036 02899 マルヤ通信（株） 福井市
マル 005847 01754 丸山建設 福井市
マル 004900 01355 （有）丸山工務店 勝山市
マル 004131 01874 丸山重機（株） 敦賀市
マル 007260 00721 （有）丸吉電機 福井市
ミエ 005620 01464 三重建設（株） 鯖江市
ミカ 006067 00610 （株）ミカド開発 福井市
ミク 007415 02276 （有）三国設備 小浜市
ミク 002271 00842 （有）三国造園 坂井市
ミサ 000370 02515 岬建設（株） 丹生郡越前町
ミサ 002131 00287 三崎屋電工（株） 福井市
ミシ 024699 02315 三島興業（株） 敦賀市
ミズ 001492 02003 （株）ミズエ 三方上中郡若狭町
ミズ 004725 01447 水上建設（株） 鯖江市
ミズ 008980 02413 水上土木 越前市
ミズ 007425 02230 （有）水建 福井市
ミタ 023901 02975 三谷エンジニアリング（株） 福井市
ミタ 001534 00208 （株）見谷組 福井市
ミタ 002142 00008 三谷商事（株） 福井市
ミタ 010475 00011 三谷設備（株） 福井市
ミタ 006615 00653 （有）見谷ナーセリー 福井市
ミタ 009362 01571 （株）三田村工務店 越前市
ミタ 000449 01509 三田村土建（株） 越前市
ミチ 002420 01572 道下電機（株） 越前市
ミチ 009376 02182 （有）道下電設 越前市
ミチ 013422 00036 （株）道端組 福井市
ミツ 000577 01516 （株）光川組 越前市
ミッ 010983 03054 （株）光翔 坂井市
ミド 009106 00426 緑造園（有） 福井市
ミド 002264 00302 （有）ミドリヤ 福井市
ミナ 004099 01593 港屋重機建設（株） 越前市
ミナ 000463 00770 （有）南造園 坂井市
ミナ 006059 00609 （有）ミナミ電工 福井市
ミナ 007217 01274 （有）南土建 大野市
ミネ 002407 01424 峰田土建（株） 鯖江市
ミノ 008518 02416 ミノルエンジニアリング（株） 敦賀市
ミハ 010818 03034 美浜防災（株） 三方郡美浜町
ミヤ 000248 00079 （有）宮川組 福井市
ミヤ 000043 01037 （株）宮崎工務店 大野市
ミヤ 009573 01139 （有）宮澤建設 大野市
ミヤ 004318 01203 （有）ミヤツカ 大野市
ミヤ 001057 00161 （有）美山建設 福井市
ミヤ 008975 02506 美山町森林組合 福井市
ミヤ 009027 00933 （有）宮本設備商会 坂井市
ミヤ 006813 00673 （有）宮本電設 福井市
ミュ 008848 02497 （有）ミュートス 敦賀市
ミユ 009890 02162 （株）三幸営繕 大野市
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ミヨ 009828 01584 （株）ミヨシ 越前市
ミヨ 010196 00283 みよし建設（株） 福井市
ミヨ 005943 02179 三好庭園 越前市
ミヨ 006599 00650 （株）三好土木 福井市
ミラ 001825 01560 （株）未來住建 越前市
ミラ 009656 02700 ミラテック（株） 福井市
ミル 017862 00720 （株）ミルコン 福井市
ミル 006687 00664 （株）ミルタニ工業 福井市
ミワ 000062 01383 三輪建設 鯖江市
ムカ 005064 00940 （株）向農園 あわら市
ムゲ 007918 02366 夢源建築（有） 三方上中郡若狭町
ムラ 001074 00164 （有）村上宗組 福井市
ムラ 005668 00570 村上大理石（株） 福井市
ムラ 006193 00618 村上土木（株） 福井市
ムラ 024197 00005 村中建設（株） 福井市
ムラ 010492 00199 村西組 福井市
ムラ 009854 02875 村松設備 小浜市
ムロ 006747 00999 （有）室田設備工業 あわら市
メイ 015219 01493 （株）明光建商 越前市
メイ 009697 02728 （有）明光電業 大野市
メイ 004301 00444 明新建設（有） 坂井市
メイ 001531 00207 明電設備（株） 福井市
メイ 010224 03023 （有）名和 坂井市
メイ 014948 00043 明和工業（株） 福井市
モト 007925 02339 （株）モトイ 三方上中郡若狭町
モト 000613 00773 （株）元井建設工業 坂井市
モト 000189 00067 元結管工（株） 福井市
モリ 007777 01364 森内建設（有） 勝山市
モリ 000568 01067 （株）森尾組 大野市
モリ 001297 01316 （株）森景組 勝山市
モリ 000167 01774 森口建設（株） 敦賀市
モリ 007262 00723 （有）モリクニ建設 福井市
モリ 001300 01655 （株）森組 今立郡池田町
モリ 003413 00389 （株）モリシタ 福井市
モリ 001922 01719 （株）森下組 丹生郡越前町
モリ 008588 01957 （有）森下組 小浜市
モリ 008530 02908 森下建材（有） 小浜市
モリ 009766 02749 （株）森下設備工業 福井市
モリ 000593 00128 森下電気工事（株） 福井市
モリ 006331 02565 （有）森電機商会 坂井市
モリ 003136 00869 （株）森土建 坂井市
モリ 990009 02777 （株）森土建・（株）伊藤工務店経常建設共同企業体 坂井市
モン 001263 00183 （株）文珠四郎管工商会 福井市
ヤサ 000796 01528 （株）　矢佐組 越前市
ヤス 016460 01831 （株）安田建設 敦賀市
ヤス 010495 02596 （株）安田工務店 敦賀市
ヤス 009382 02906 （有）安田商店 勝山市
ヤス 009636 02031 （株）安田電気工業 大飯郡高浜町
ヤス 010421 02805 （株）安田電工 勝山市
ヤス 001454 01134 （株）安間鉄工所 大野市
ヤナ 001560 01143 （有）柳建設 大野市
ヤナ 008376 01930 （有）柳建設 敦賀市
ヤナ 004925 00496 （株）柳原興業 福井市
ヤネ 004696 02754 （株）やねやの猪島 大野市
ヤブ 008777 01709 薮内建設（株） 丹生郡越前町
ヤブ 006775 02066 （株）籔本興業 大飯郡高浜町
ヤマ 007236 00716 （有）山一建設 福井市
ヤマ 005874 00593 （株）ヤマウチ 福井市
ヤマ 008663 02419 山内建設 勝山市
ヤマ 008771 01034 （株）山内建設 大野市
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ヤマ 000849 01705 山内建設（株） 丹生郡越前町
ヤマ 990035 02990 （株）山内建設・利根川鉄工（株）経常建設共同企業体 大野市
ヤマ 007857 01297 （株）山内土建 勝山市
ヤマ 000934 01651 （株）山岡組 越前市
ヤマ 010793 01298 （株）山岡建設 勝山市
ヤマ 005643 00565 山形工業（株） 福井市
ヤマ 002081 00278 （株）山岸組 福井市
ヤマ 004168 00017 山金工業（株） 福井市
ヤマ 008093 01696 山口組 丹生郡越前町
ヤマ 003154 03010 （有）山口電気工業 吉田郡永平寺町
ヤマ 000825 00789 （株）山口土木 あわら市
ヤマ 000827 00145 山崎金属（株） 福井市
ヤマ 000183 01686 （株）山崎組 丹生郡越前町
ヤマ 002634 00328 山崎建設（株） 福井市
ヤマ 000575 01395 山崎建設（株） 鯖江市
ヤマ 009715 03068 ヤマザキジュウコウ（株） 福井市
ヤマ 006009 00019 （株）山崎塗装店 福井市
ヤマ 001184 01118 （株）ヤマシゲ建設 大野市
ヤマ 001389 01995 （株）山下組 小浜市
ヤマ 008298 02335 ヤマシナ地建 越前市
ヤマ 008735 00108 （株）ヤマショウ建設 福井市
ヤマ 010210 02354 ヤマシン建設（株） 坂井市
ヤマ 007850 01133 （有）山清建設 大野市
ヤマ 000573 01304 山清建設（株） 勝山市
ヤマ 000156 01502 山清建設（株） 越前市
ヤマ 004149 03070 山善運輸機工（株） 福井市
ヤマ 008399 02014 山惣ホーム（株） 大飯郡高浜町
ヤマ 007568 02082 山田技研（株） 福井市
ヤマ 000125 00758 （株）山田組 あわら市
ヤマ 000945 01536 （株）山田組 越前市
ヤマ 009056 00098 （有）山田建設 福井市
ヤマ 002043 00268 山田建設（株） 福井市
ヤマ 000502 01061 （有）山田建設 大野市
ヤマ 001404 00817 山田設備（株） 坂井市
ヤマ 004528 00463 （株）山田電機 福井市
ヤマ 010895 00872 山田電気商会 あわら市
ヤマ 001464 01549 山田土木（株） 越前市
ヤマ 009346 02646 （有）ヤマト植生 大飯郡おおい町
ヤマ 003432 02932 （有）ヤマト防災 小浜市
ヤマ 000035 01496 山友建設（株） 南条郡南越前町
ヤマ 009299 01698 山中建設（株） 丹生郡越前町
ヤマ 006864 02368 山中電気商会 丹生郡越前町
ヤマ 003648 01179 山二工業（株） 大野市
ヤマ 005976 02697 （有）山春組 福井市
ヤマ 000955 00149 山本（清）組 福井市
ヤマ 000844 01530 （株）山本組 越前市
ヤマ 000650 01399 （株）山本組 鯖江市
ヤマ 000094 01942 （株）山本組 大飯郡おおい町
ヤマ 007870 01175 山本建設工業（株） 大野市
ヤマ 002672 02017 （有）山本工務店 小浜市
ヤマ 009722 02851 （株）ヤマモトスチール 福井市
ヤマ 001165 00173 山本設備工業（株） 福井市
ヤマ 009837 00285 （株）山本台組 福井市
ヤマ 002000 01330 （有）山本鉄工所 勝山市
ヤマ 009192 02034 山本電気工事（株） 小浜市
ヤマ 006881 00682 （有）山本土木 福井市
ヤマ 000657 01647 山本土木（株） 今立郡池田町
ヤマ 003674 01587 （有）　山本ハウス工業 越前市
ヤマ 003696 01438 山本ボイラー工業（株） 鯖江市
ヤマ 007603 02870 （有）山本防災設備 鯖江市
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ヤマ 001860 01660 山弥建設（株） 今立郡池田町
ヤヤ 006173 02874 （有）矢谷設備 福井市
ユア 002870 00344 ユアサ（株） 福井市
ユタ 010197 03066 ユタカ（株） 福井市
ヨコ 000505 01301 横井建設（株） 勝山市
ヨコ 000585 01070 横田建設（株） 大野市
ヨコ 007786 02154 横田建築設計（株） 福井市
ヨコ 009713 02912 （株）横山 小浜市
ヨコ 003919 01345 （有）横山テクノ 勝山市
ヨコ 009850 00044 横山電機（株） 福井市
ヨコ 002938 01579 横山電設（株） 越前市
ヨシ 008899 00243 （有）吉英組 福井市
ヨシ 003183 00370 吉岡幸（株） 福井市
ヨシ 001910 00827 （株）吉島組 坂井市
ヨシ 001201 01121 （株）吉島組 大野市
ヨシ 010524 02039 吉田開発（株） 大飯郡高浜町
ヨシ 000774 00140 （株）吉田組 福井市
ヨシ 001417 01815 （株）吉田組 三方郡美浜町
ヨシ 000242 00076 （有）吉田建設 吉田郡永平寺町
ヨシ 007008 01481 吉田土建 鯖江市
ヨシ 000246 00077 吉田土建工業（株） 吉田郡永平寺町
ヨシ 009931 02809 （株）嘉成組 あわら市
ヨシ 006950 00691 吉水建機（株） 福井市
ヨシ 000116 00058 （株）吉村組 福井市
ヨシ 007654 01198 吉村建設（有） 大野市
ヨシ 000564 00127 吉本建設 福井市
ヨシ 003060 00358 （有）吉本重建 福井市
ライ 005718 02772 （有）ライフ産業 福井市
リバ 007166 02627 （株）リバーフォレスト 福井市
リフ 004689 02803 （有）リフォームイチハラ 勝山市
レイ 003600 01865 嶺南建設（株） 敦賀市
レイ 010173 02822 れいなん森林組合 小浜市
レイ 009112 02532 嶺福建設（株） 三方上中郡若狭町
レイ 005170 00945 （株）レイホク 坂井市
ワー 008283 02994 （株）ワークアクト 大飯郡おおい町
ワー 008192 02680 （株）ワールド建工 福井市
ワー 990021 02884 ワールド建工・大和田建設経常建設共同企業体 福井市
ワイ 009452 02690 ＹＦ工業 福井市
ワカ 004599 00469 （有）若泉建設 吉田郡永平寺町
ワカ 001959 01661 若泉土建（株） 越前市
ワカ 001104 01980 若狭建設工業（株） 小浜市
ワカ 005792 02053 若狭実業（株） 小浜市
ワカ 009354 02641 若狭ダンプ（企） 敦賀市
ワカ 002782 02018 （株）若狭緑化 小浜市
ワカ 005441 01902 若山建設（株） 敦賀市
ワコ 009598 02658 （有）和光 大野市
ワコ 009481 02716 和宏建設（株） 坂井市
ワコ 001950 01564 和幸建設（株） 越前市
ワコ 003673 02027 （株）和晃建装 小浜市
ワシ 004147 00430 鷲田建設（株） 福井市
ワシ 002838 00340 鷲吉建設（株） 福井市
ワダ 009964 02888 （株）ＷＡＤＡ工業 大飯郡高浜町
ワダ 004827 02042 （株）和田電気設備 大飯郡高浜町
ワタ 007282 02937 渡辺設備（株） 坂井市
ワタ 000336 01390 渡邊電気（株） 鯖江市
ワタ 003670 02304 （株）渡辺電気商会 越前市
ワタ 001714 00217 （株）渡辺電設 福井市
ワタ 010737 02995 渡辺防災 あわら市
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